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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」

   （１）スポーツ・ツーリズム戦略推進事業の全体像

 平成２３年度の沖縄県における「スポーツ・ツーリズム戦略推進事業」は、沖縄のスポーツ・

ツーリズムの先進的取り組みと、国が主導をして推進をしている、日本のスポーツ・ツーリズム

の推進基本計画をふまえ、それらのノウハウや資源を活用しながら、活動を行っていくことが前

提となる。

そのうえで、本事業では、モデル事業の公募、実施委員会の設置・運営、モデル事業に対する支

援を行い、沖縄において、今後拡大が見込めるスポーツ・ツーリズムの種を育て、具体的な事例

を作り上げていくことで、スポーツ・ツーリズムの推進を行い、将来的なスポーツ・ツーリズム

の定着化、スポーツ・ツーリズムによる沖縄観光の発展に寄与をしていくことを目指す。

沖縄のスポーツ･ツーリズムの先進的取り組み

日本のスポーツ･ツーリズムの推進基本方針

・民間主導による「スポーツツーリズム沖縄実行委員会」の立ち上げ
・県による沖縄の地域特性を活用した「スポーツ・ツーリズム推進事業」

・国（観光庁）主導による「スポーツ･ツーリズム推進連絡会議」の開催
・「スポーツツーリズム推進基本方針」の策定による広がり

民間等を事業主体として実施する、新たなスポーツ・イベントやスポーツを活用した旅
行メニューの開発、プロモーションの実施等、各種プロジェクトを公募し、支援。

スポーツ･ツーリズム
モデル事業の公募

スポーツ･ツーリズム
実施委員会の設置・運営

スポーツ･ツーリズム
モデル事業に対する支援

・公募要領の作成
・広報・周知
・提案受付 など

①委員会の開催（設置、運営）
※２回実施、運営に関する業務
②選定業務 基準作成など

①助成金交付 一切の業務
②広報宣伝等
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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」

   （２）沖縄観光の現状と課題と、沖縄のスポーツ資源や環境

スポーツ･ツーリズムの振興に向けた推進事業を実施する前に、現状での沖縄観光をとりまく状況

と、沖縄におけるスポーツ資源や環境を理解した上で、沖縄県にとって最適なスポーツ･ツーリズ

ムのあり方を考察していく必要がある。

【沖縄観光の現状と課題】

＜観光客の特徴と課題＞

・ピークとオフでは１５～２０万人の差があり、年間での安定感に欠けている

・首都圏など大都市圏の誘客が主であり、新幹線開業による旅行行動変化も懸念材料

・消費単価が平成 21 年に対前年で 16.4％減少し、インバウンドの強化も求められる

・リピート率は１０年で２６％上昇している中、新たな観光素材の開発が急務

＜観光客の受け皿の特徴と課題＞

・国際線定期便は、台北、ソウル、上海、香港のみでありインバウンド獲得としては東 

 アジア地区に寄っている

・羽田の国際化と、沖縄－羽田便の安定した便数により羽田経由の誘客に期待が持てる

＜宿泊施設の現状と課題＞

・地元資本の県内宿泊施設は小規模かつ老朽化した施設が多く、競争力の面で課題がある

・閑散期に毎年繰り返し来沖するスポーツコンテンツなどの取り組みが求められる

・新たな観光魅力でリピーターを獲得することで小規模施設への経済効果が求められる

＜観光人材の育成の現状と課題＞

・「観光人材育成センター」を設置したが、従来型観光の人材育成に限られている

【沖縄のスポーツ資源、スポーツ環境の現状】

＜沖縄のスポーツ資源＞

沖縄のプロチームはサッカーとバスケットのみだが、野球、ゴルフ、ボクシングなどで著名選手

と輩出。また、ビーチスポーツやトライアスロン、空手などが有望

＜沖縄のスポーツ環境＞

野球場はプロ野球キャンプにより設備が行き届いているが、サッカー場の設備整備は遅れている

空手専門施設の整備やビーチスポーツ環境整備などのインフラ整備も不十分である

＜公共スポーツ施設設置数＞

・県内に５１８の屋内施設も含めた各種スポーツ施設があり、更なる活用が期待できる

＜その他＞

・県内スポーツ振興に寄与する組織も各スポーツにあり連携強化が期待される

・スポーツ、伝統運動文化、レクリエーションなど数々の大会が開催されている
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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」

   （３）沖縄におけるスポーツ・ツーリズム推進のゴールイメージ

 沖縄における、スポーツ・ツーリズムのゴールイメージは、沖縄ならではのスポーツが楽しめ

る、より目的型の観光地の実現にあると考える。その姿として、「スポーツ・ツーリズム・アイラ

ンド OKINAWA」を目指していく。

 沖縄の持つ、自然環境、歴史・伝統、温暖な気候、スポーツ資源、マリンリゾートなどの「観

光力」をスポーツ・ツーリズムのコンテンツで掘り下げ、その魅力を最大活用しながら国内外に

アピールし、沖縄に来ないと得られない感動を旅行者に提供する。

 そして、スポーツ・ツーリズムの定着化を図り、沖縄観光課題解決や振興と、ひいては沖縄県

の地域活性化に貢献し、経済効果の波及と、雇用の創出に寄与していくことが目的である。

スポーツ・ツーリズム
の推進による観光の発展

スポーツ・ツーリズム アイランドOKINAWA
沖縄ならではのスポーツが楽しめる観光地の実現

沖縄におけるスポーツ・ツーリズムの定着化
沖縄の持つ課題を観光振興により解決してく、有効な手段がスポーツ・ツーリズム

歴史・伝統

自然環境 温暖な気候

マリンリゾート スポーツ資源

スポーツを通じて沖縄の魅力を伝え、国内、海外からの観光客を誘引する

沖縄県の地域活性化に貢献していく

沖縄観光の振興
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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」

   （４）本事業を実施するにあたっての基本方針

 沖縄のスポーツ・ツーリズムの推進に向け、「スポーツ・ツーリズム・アイランド OKINAWA」

を目指すための基本方針を策定し、本業務の業務実施を行った。

 基本方針では、沖縄の持つ「観光力」を活用すること、それらの沖縄ならではの魅力をもとに

した、沖縄の持つ課題解決に寄与をしていくこと、そして、スポーツを通じて沖縄の魅力を発信

していくことを中心的な指針として業務を進めることとし、この基本方針に則り、委員会の設置

や選定業務、事業採択を行ってきた。

結果として、それぞれの採択事業が異なるスポーツコンテンツや手法ではあったものの、基本

方針が柱となることで、それぞれの事業を行う価値が明確になり、より高い成果をあげていくこ

とに寄与したと考える。

これらの基本方針に合致した事業が、今後、定着化、拡大、模倣されていくことで、誘客と経

済効果を実現し、沖縄観光に成長につながっていくものと考える。

 また、国のスポーツ・ツーリズムの動きと連動し、活用をしていくことも重要な要素であった。

【平成２３年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業の基本方針】

１、沖縄の持つ「観光力」の活用

沖縄の持つ自然環境や気候などの様々な「観光力」により、輝きを放つスポーツ・ツーリズムの

コンテンツを発掘・開発し、継続可能な沖縄観光の強化を図る

２、沖縄観光の課題解決

オフ期の誘客や経済効果、リピーターへの沖縄訪問モチベーションアップや多角的な観光人材の

育成など、沖縄観光の課題解決をスポーツ・ツーリズム推進によって行い、年間を通じた誘客を

目指す

３、沖縄の持つ魅力の発信

なぜそのスポーツ大会や合宿、スポーツコンテンツが沖縄で行われるのかの理由を伝えることで、

沖縄の持つ魅力を国内外に発信し新たな観光客の取り込みを狙う
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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」

   （５）プロジェクト推進体制

 プロジェクト推進体制として、これまでも沖縄の観光だけでなく、スポーツを軸にした誘客を

行ってきた実績を持つ JTB 沖縄と、国土交通省観光庁にスポーツ・ツーリズム事業の実施を行っ

ている実績を持つ JTB コミュニケーションズによる連携を軸に、推進体制を構築した。

【JTB 沖縄】

■沖縄観光振興への取組

既存の旅行業に加え、沖縄への地域観光資源を活用した旅行商品化や観光を切り口とした地域活

性を行うことにより、沖縄県観光産業全体の発展を目指している

■着地型観光の展開

スポーツ、文化イベント等の運営から旅行商品化、沖縄着地観光サイト「沖縄トラベルナビ」の

取組など多彩な着地型メニューの開発を実施。

【JTB コミュニケーションズ】

■スポーツ・ツーリズムの知見

２０１０年度に国の行ったスポーツ・ツーリズムに関する、１１種類の実証実験、１３種類の調

査、１０種類のモニターツアーの実施、運営、調査を行い、観光庁の「スポーツ･ツーリズム推進

基本方針」の作成に寄与。

■地域活性コミュニケーション力

沖縄県では、ＩＣＴ事業をはじめとしたコミュニケーション、ソリューション導入に尽力し、全

国でも旅を軸にしたコミュニケーション力を発揮し各種地域活性化事業を展開。

ＪＴＢ沖縄ＪＴＢ沖縄 ＪＴＢコミュニケーションズＪＴＢコミュニケーションズ
■沖縄観光振興への取組
■着地型観光の展開と細やかな
県内地域との連携

■スポーツ・ツーリズムの知見
■観光庁や中央人材ネットワーク
■地域活性コミュニケーション力
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２．スポーツ・ツーリズムモデル事業の公募

   （１）公募資料の作成

 公募を行うにあたり、基本方針に則った形での応募要領を作成し、提案を行う各事業社に対し、

本業務の目的を明確に示すため、沖縄のもつ「観光力」を活用し、沖縄の観光課題解決と魅力の

発信に繋がるモデル事業を募集することを明記し、より事業の目的に合致した応募を促した。

【公募要項作成のポイント】

■ 事業の基本方針を明記し、求める事業要素を明らかにする

■ 中間報告や最終報告資料の提出、アンケートの回収などの業務内容を明記する

 また、提案受付までのフローを以下の形で整理を行い、公示説明会においても、募集要領の内

容に加え、本事業の目的を改めて説明を行った。

【提案受付等のフロー】

専用サイトでの告知

書類の確認、申請書の受理、質問の受付及び回答

基本方針、選定基準など事業選定にあたって必要な
事項を明記した要綱を県、実施委員会メンバー等と
協議の上作成する。

会場設定、資料準備、事業説明、応募にあたっての
ガイドライン説明

公募公募要領要領の作成の作成

公募の告知公募の告知

公募説明会の実施公募説明会の実施

応募申請書・質問の受付応募申請書・質問の受付

応募書類・事業計画書の受付応募書類・事業計画書の受付 各事業者からの提出書類の受け取りを行う

＜開催日時＞
平成23年8月9日（火）午後3時 
＜開催場所＞
沖縄県庁４階 講堂 写真貼り付け 写真貼り付け
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【募集要領】

平成 23 年度「スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）」応募要領

本事業は、昨年度策定したスポーツ・ツーリズム戦略の具体的な推進を促すモデル事業として、

スポーツをテーマに民間等が主体的に取り組む新たなスポーツ・イベントやスポーツを活用した

旅行メニューの開発、プロモーションの実施等、各種プロジェクトについて企画提案を公募し、

その立ち上げを支援することで沖縄におけるスポーツ･ツーリズムの定着化を図ることを目的と

する。

提案されたプロジェクトは、沖縄県が設置する、有識者で構成するスポーツ・ツーリズム審査

選定委員会において、支援するモデル事業を選定し、沖縄県からの委託事業として実施する。

１ 主催及び連絡先

（１）主 催：沖縄県

（２）連絡先：沖縄スポーツ・ツーリズム戦略推進事業事務局（株式会社 JTB 沖縄内）

川杉（かわすぎ）、河村（かわむら）、喜瀬（きせ）、

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 4-19-30  

e-mail mail@okinawasportsisland.com
ＴＥＬ 090-8291-6087  ＦＡＸ 098-861-1308
※連絡の際の件名は「ＳＴ戦略推進事業（モデル事業）」とすること。

※事務局への問合せや連絡事項は上記メールを原則とする。

２ 応募の主体

沖縄におけるスポーツ・ツーリズム推進に取り組む以下の団体。

①法人

②地方公共団体（市町村、一部事務組合等）

 なお、①が応募する場合であって、提案するプロジェクトの内容に、地方公共団体の予算事業

を含む場合、又は地方公共団体から支援を受けて行う取り組みを含む場合には、関係する地方公

共団体における当該予算事業の概要及び地方公共団体における担当部署に関する書類等を添付す

ることとする。

 また、複数の団体が実施主体となる場合には、協議会・実行委員会等を設置して応募すること

ができる。その場合、委託契約の相手方となる者、協議会等の規約（意思決定方法、会計管理方

法等を含む）、役割分担等を明らかにすること。
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３ 募集するプロジェクト

スポーツをテーマとし、民間等が主体的に取り組む下記のプロジェクト。

（１）イベントの新規創設

（２）既存イベントに付加される新しい取組

（３）旅行メニューの開発

（４）プロモーション

（５）情報発信

（６）その他スポーツ・ツーリズムの推進に寄与するもの

 なお、１提案者（複数の事業体で事業を実施する場合は１企業共同体）あたり１提案とする。

原則として、既存事業やイベントなどで応募する場合は、本事業主旨に合致した新しい取組や

事業を付加したもので提出をすること。

 募集するプロジェクトの期間は、2011 年 9 月 16 日（金）から 2012 年 3 月 31 日（土）とする。

４ 助成対象経費の範囲

モデル事業の実施に直接必要なソフト面の経費。

人件費 職員人件費

謝金 委員謝金、専門家謝金、講師謝金

旅費 委員旅費、専門化旅費、講師旅費、職員旅費

事業費 会議費、会場借料、会場設営費（イベント開催のための一時的なもの）、印刷製本費、

資料購入費、資料作成費、燃料費、通信運搬費、広告宣伝費、食糧費、消耗品費、雑

役務費、デザイン料、原稿料、通訳料、保険料、事務補助員賃金、アルバイト料、委

託費、設備の賃貸料及び保守料、プロバイダー使用料、ホームページ作成費、回線使

用料

【※対象とならない経費の具体例】

（１）施設整備など、いわゆるハード整備

（２）平成 23 年度内に実施されない活動に係る経費

（３）提案内容のうち、既に国等により別途、補助金、委託費等が支給されているもの、あるい

は支給が予定されているものがある場合には、当該部分については支援の対象外となる。

（４）事業運営に直接必要と思われない経費は支援の対象外となる。

５ 委託金額

 委託金額の総額は税込 72,000 千円とし、モデル事業における委託金額は、１件あたりの上限を

30,000千円、総事業費の２／３の範囲内とし、採択件数を含め予算及び申請状況を勘案し調整 す

る。

 ただし、収入については、総事業費から差し引いた上で、委託金額を算出することから、収入

については、適切に算定すること。
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６ 実施体制

（１）モデル事業は、原則として受託者が自ら行うこととする。

（２）受託者以外の者がモデル事業の一部を受託することも可能とするが、その場合は、受託者

は沖縄県からあらかじめ承認を得ること。

（３）協議会・実行委員会による提案の場合は、応募の際に示した構成員の役割分担の範囲内で、

構成員に対し、再委託することができる。

７ 応募の手続き

（１）応募要領等の配布：沖縄県公式ｗｅｂサイトへの掲載

ア 掲載期間：平成 23 年 8 月 3 日（水）～8 月 23 日（火）

イ 掲載場所：沖縄県公式ｗｅｂサイトの「公募・入札」または「スポーツ振興課」サイト

（２）応募説明会（応募資格のある者のみ）

ア 開催日時：平成 23 年 8 月 9 日（火）午後 3 時～

イ 開催場所：沖縄県庁４階 講堂

ウ 参加申込：

別紙「出席申込書【様式１】」を平成 23 年 8 月 8 日（月）午後 3 時までに、１（２）に

定める連絡先あて開封確認付きメールへの添付により提出。

※説明会への参加は、応募の要件ではない。

※会場の都合上、１団体あたり２名以内の参加とする。

※当日は、本応募要領等を印刷のうえ持参のこと。（説明会では資料配付は行わない。）

（３）応募申請書の提出期間及び応募に係る質問事項の受付期間（応募資格のある者のみ）

ア 申請書提出期間：平成 23 年 8 月 3 日（水）～8 月 17 日（水）午後 5 時

※８（２）で定める【様式２】により、１（２）に定める連絡先あて、郵送、ＦＡＸま

たはメールにより提出のこと。ただし、郵送の場合は到着確認が可能な手段をとるも

のとし、提出期限内に到着すること。

イ 質問事項受付期間：平成 23 年 8 月 3 日（水）～8 月 12 日（金）午後 5 時

※８（10）で定める【様式９】により、１（２）に定める連絡先あて、開封確認付きメ

ールに添付して提出のこと。

※回答は、応募者全員に対してメールにて連絡を行う。最終回答は平成 23 年 8 月 16 日

（火）午後５時までに送信をする。
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（４）企画提案書及び応募書類等の提出期限

ア 提出期間：平成 22 年 8 月 22 日（月）、8 月 23 日（火） 午前 10 時～午後 5 時

イ 提出場所： 沖縄県庁 ５階第２会議室

       〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

※ 郵送の場合は、〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 4-19-30  
沖縄スポーツ・ツーリズム戦略推進事業事務局（（株）JTB 沖縄内）まで    

上記に定める連絡先あて持参または郵送により提出のこと。ただし、郵送の場合は到着確認

が可能な手段をとるものとし、提出期限内に到着すること。

ウ 提出書類：８に定める書類のうち【様式３】～【様式８】

エ 提出部数：15 部

８ 提出書類等

（１）企画提案公募説明会 出席申込書・・・【様式１】 ※メールにて送付のこと

（２）企画提案応募申請書・・・【様式２】

（３）企画提案書・・・・・・・【様式３】

ア 全体でＡ４サイズ、１０ページを超えないものとし、powerpoint 等で作成の場合には、

様式３の記載項目を全て満たすこと。

イ Ａ３サイズで一部ページを作成することを認めるが、その場合はＡ４サイズ２ページ分

としてカウントをする。

ウ 企画全体を簡潔に取りまとめたＡ３サイズ１ページの企画概要書類を添付すること。

（５）会社概要（組織図、業務内容、資格等）・・・【様式４】

（６）収支予算計画書・・・・・・・・・【様式５】

経費の積算項目については、以下の内容で提出すること。

①人件費（研究員等）

②報償費（委員会委員の謝金）

③旅費(調査旅費、委員会委員の旅費等) 
④印刷製本費

⑤通信運搬費（郵便料等）

⑤賃借料(会場借料等) 
⑥役務費（調査アルバイト）

⑦その他（上記費目以外の必要な経費を随時追加）

⑨一般管理費、消費税

（注１）各積算費目の単価と内訳を記載すること。

（注２）この事業を実施するにあたっての一切の費用を積算すること。

（注３）項目等を満たせば、別途エクセルファイル等で作成可とする。
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（７）スケジュール表・・・・・【様式６】

本様式以外の様式での作成も可とする。その場合には、【様式６】と明記すること。

（８）執行体制・・・・・・・・【様式７】

本様式以外の様式での作成も可とする。その場合には、【様式７】と明記すること。

（９）実績書・・・・・・・・・【様式８】

（10）質問書・・・・・・・・・【様式９】 ※メールにて送付のこと

９ 提案の選考

（１）沖縄県が設置する、有識者で構成するスポーツ・ツーリズム審査選定委員会において、提

案されたプロジェクトを審査し、支援対象となるモデル事業を選定する。

（２）モデル事業の選考は書面審査を基本とし、委員会及び選考過程は非公開とする。ただし、

必要があると認められる場合にはプレゼンテーション等の二次審査を行う。

（３）選考は、下記の視点を総合的に勘案し実施する。

  【事業目的の視点】

   スポーツ・ツーリズム戦略推進事業として、スポーツを通じて沖縄の魅力を伝え、国内、

海外からの観光客の誘客に資する事業を選定するため、事業目的の視点として以下の３項目

の選考基準を設ける。

  １．沖縄の持つ観光力の活用

    沖縄における更なるスポーツ振興につながるとともに、沖縄に根付いているスポーツ資

源を活用することや、沖縄の豊かな自然・歴史文化などを活かしたスポーツの展開など、

沖縄の持つ観光力を活用していること

  ２．沖縄観光の課題解決

    新たな沖縄の魅力発見や滞在動機となることで新しい来沖モチベーションとなることや、

オフ期の集客効果につながり、経済効果が期待できること

  ３．沖縄の持つ魅力の情報発信

    話題性があり、スポーツを通じての情報発信や報道等により、沖縄が持っているスポー

ツポテンシャル、魅力を国内外に発信していくことができること

【事業内容の視点】

①新規性・革新性（これまでにない、ユニークな取り組みか）

②市場性（今後もニーズが見込まれる取り組みか）

③国際性（海外の参加者募集や情報発信などがされる取り組みか）

④将来性（将来の持続・発展が見込まれる取り組みか）

⑤波及性（波及効果・相乗効果が見込まれる取り組みか）

⑥主体性（提案者の主体的な取り組みか）

⑦計画性（実現可能な事業計画か）

⑧妥当性（予算計上が適当か）
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⑨目標設定（事業効果把握のため目標設定と効果測定手法が設定されているか）

なお既存事業やイベントなどで応募する場合は、本事業主旨に合致した新しい取組や事業の内

容として追加した項目を、企画提案書の最終ページに必ず記載すること。

10 モデル事業の内容
  モデル事業に助成金の支払いをするにあたり、上記の「事業目的の視点」と「事業内容の視

点」において高い効果が認められる事業であることとともに、以下の内容にも充分な対応力

を有していることを求める。

（１）経費の支払い業務及び関係証拠書類の整理・保管

   事前に定められた、助成額と助成可能項目に対する、経費管理と関係証拠書類の整理・保

管を徹底する能力を有すること

（２）中間報告書の提出

   事業実施前に、事業の進捗、収支計画などの状況の詳細を記した中間報告書を作成する

こと

（３）参加者アンケートなどの調査業務の実施

   ２０問程度の調査票の作成と印刷を行い、１００名以上の参加者や来場者に配布し記入を

促した上で回収をし、集計とデータ化を行うこと

※調査項目は沖縄県と協議のうえ作成をするものとする

11 完了報告及び助成金の支払い等
（１）完了報告

 事業完了後は速やかに下記の書類を提出すること。（詳細は委託契約の際に調整する。）

①事業実施報告書（概要版）：1部、電子媒体１式
事業実施報告書：30部、電子媒体１式
②収支の状況を明らかにする書類、帳簿その他必要書類（１式）

③来場者などに実施したアンケートの集約と集計書類（１式）

（２）助成金の請求及び支払い

担当課による完了検査合格後、助成金を請求すること。なお、概算払いも可能とするが、   

その内容については、個々の契約書の中で取り決める。
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２．スポーツ・ツーリズムモデル事業の公募

   （１）公募の実施内容

 今回の応募期間で、以下の３５団体の応募があった。（内２団体辞退）

受付番号 団体名 共同企業体

1
（財）社会スポーツセンター

2
NPO法人　ホールアース研究所沖縄事務所

3
（株）　iforce

4
（株）　キュー

6
（株）ファンクス

7 沖縄フットサルフェスタ実行委員会
沖縄市・沖縄市観光協会・沖縄市サッカー協会
沖縄タイムス社・株式会社ワイド

8
（有）アドプランクリエイツ

9
（株）日本広告

（株）ジャパンスポーツコミュニケーション

10
沖縄タイムス社

11
（株）沖縄ドリームファクトリー

12
美ら島沖縄センチュリーラン実行委員会

13
久米島町役場

14
（有）アド・バ

15
（株）電通沖縄

16
（株）エマ・エンタープライズ

17
RUNデブー沖縄大会実行委員会 スポーツ・ツーリズム沖縄・クラブビジネスＪａｐａｎ

味の素コミュニケーションズ

18
（株）近畿日本ツーリスト沖縄 株式会社マルチスポーツ・インターナショナル

近畿日本ツーリスト（株）

19
NPO法人　バリアフリーネットワーク会議

20
美ら島ママチャリ耐久レース実行委員会

21
（株）プロダクツ・プランニング

22
（株）スポーツサンライズドットコム 沖縄テニス協会

（株）アキバジャーナル

23
沖縄学生ジュニアゴルフＯＰＥＮ選手権実行委員会

（株）宣伝

24
（株）沖縄映像センター

25
ＮＰＯ法人　自然体験学習

26
沖縄バスケットボール（株）
琉球ゴールデンキングス

27
（株）琉球コラソン

29
ユニバーサルOKINAWA実行委員会 NPO法人　STAND

NPO法人　アダプティブワールド

30
（株）アドスタッフ博報堂

沖縄バスケットボール（株）

31
NPO法人　ナスク

32
残波WINGS女子バレーボールチーム

（株）メディア沖縄

33
Athlete Vacancr OKINAWA　実行委員会
（株）サン・エージェンシー

（有）サザン・クロスロード

34
（株）琉球新報社

（株）サン・エージェンシー

35
エコアイランド宮古島マラソン実行委員会 宮古島市、宮古島市教育委員会

社団法人宮古島観光協会
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営

   （１）実施委員会の概要

昨年度の推進事業の成果や実現戦略をふまえ、スポーツを活用した取り組みを委員会によって選

定・評価し、将来に向け経済的に拡大をしていく事業としての検証と、マーケティング視点の地

域活性化を目指した、沖縄のスポーツ・ツーリズム推進の方向性を見出すため、以下の形で委員

会を組織した。

【委員名簿】

柳 敏晴  名桜大学 人間健康学部スポーツ健康学科 教授  

内間 仁春  財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 事務局長   

坂本 公敏 ソラ―レホテルズアンドリゾーツ 沖縄リゾート本部長  

城間 敏光 財団法人沖縄県産業振興公社 事務局長 

仲皿 正伸 財団法人沖縄県体育協会 専務理事   

又吉 民人 沖縄県経営者協会 専務理事  

原田 宗彦 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

【選定委員会の運営】

委員会の運営には、以下の３要素に注力し、準備と的確な進行、取りまとめを行った

＜委員会事前準備＞

沖縄県様と協議のうえ、会場や選定委員のスケジュール調整を行い、会議要綱を事前に作成し送

付するなど、短時間で有意義な会議にするための準備を行った

＜委員会進行＞

委員会進行台本を作成し、配布資料の作成、印刷、説明を行い、活発な議論を促し、委員の専門

的な知見や意見を抽出・整理し、確実な運営行った

＜会議の取りまとめ＞

委員会での議事録を作成し、議論経緯の記録を行い、委員の協力も仰ぎながら、全ての事業の内

容や委員会での取りまとめを総括した

沖縄の魅力を活用した、マーケティング視点の将来像の検討
■ 事業運営の基本方針に則った、継続性と拡張性のある取り組みの選定
■ スポーツの専門的な知見を持ち、県外視点のマーケティングが出来る委員選定
■ 選定した事業の定性的報告だけでなく、定量的なスポーツ参加者データの分析
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営

   （２）第一回実施委員会の開催

日時：平成２３年９月１５日（木）    １４：００～１６：００ 

場所：沖縄県市町村自治会館 

１．開会挨拶  沖縄県 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課  課長 村山 剛 

２．各委員紹介、挨拶 

３．委員長の選定 

４．二次審査集計結果報告、選定企画の発表 

５．最終審査結果決議 

６．審査結果各委員総評 

７．閉会挨拶 スポーツ・ツーリズム実施委員長 

第一回スポーツ・ツーリズム実施委員会 各選定事業議論
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【第 1回マリンカップ in沖縄（1）】  
原田氏 ・委員７０名に対して６５０万円の費用負担は問題あり。

    ・事業収入の内容が不明確。しっかり確認が必要。

    ・本当に県外から２００人集まるのか？ハードルが高すぎる。

     また、そのための告知はどうするのかを確認する必要がある。

    ・県外集客 600人は表記無し、とあるが実際に集客できたのか。
    ・2000名の県外目標は可能なのか。経済効果は大きいが妥当性の確認の必要。
坂本氏 ・シニアの参加はありえるのか。

    ・米軍との協力が得られれば価値が高いが、本当に可能か。

・沖縄マラソンは米軍基地の中を走れることが人気にもなっているが、この事業は

どの程度協力を得られるのか。

    ・大会関係者の旅費等 70名 650万について、費用の割り振りが少し気になった。
    ・沖縄のオフ期にやるのは経済効果大。

内間氏 ・種目を広げすぎてはないか。絞るべき。

    ・レクレーションなのか、競技性を重視しているのか。

中皿氏 ・沖縄の特性を活かしたイベントである。

・見る・する・支えるという観点で、沖縄も持っている人間のちむぐくるも

含め沖縄だからできる競技である。 

    ・これまでは一つの競技で集客を図ってきたが、この企画はマリンの総合スポーツの魅

力を発信できるイベントである。

    ・原田先生より指摘があった集客目標は今後の活動が定着していけば、２５年で 1 万人
の集客ができるのでは。沖縄の海・気候がフルに活用できる事業である。

城間氏 ・主体する側を明確化するべき。

    ・その地域に合った種目を確立し、観光として継続して続けられるイベントにするべき。

柳氏  ・開催場所を 1地域に絞り込むことで地域の特性になるのでは。  
原田氏 ・収支予算計画書内予算についてアバウトすぎる。精密な収支計画書が必要である。

【美ら島オキナワ CenturyRun2012（12）】
坂本氏 ・初回大会から人気があるイベントなので、今回女性に視点を当てたことで女性幅の拡

大になる。

    ・女性トップ選手の招聘など取り組みが出来るのでは。

    ・この時期は北部やんばるエリアで桜の開花も始まるのでインパクト大。

    ・昨今の自転車ブームで石垣島のサイクルイベントやセンチュリーランなど、非常に沖

縄県の強みになる。

城間氏 ・この次期は本土では凍結で走れない。沖縄でしか走れない。

    ・桜の開花も早いので環境・景観ともにサイクリングに最適の島。期待大。
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柳氏  ・日本一早い桜と碧い海というキャッチフレーズも非常に良い。 

坂本氏 ・北部地区は練習で走っている人が多いように感じるが、トラックなどの大型車の交通

量も多いので安全面の確認は必要。

    ・練習場を作るなど、安心して走れる企画も有り。

内間氏 ・女性に視点を当てたのは良い。マーケティングの拡大になる。

    ・将来的に、やんばる一帯サイクルロードを作るべき。自転車は沖縄観光の一つの柱と

なる。

    ・課題は韓国・台湾からの集客。（言語対応、受け皿など）  

    ・インバウンドを強化してほしい。

    ・メディアＰＲも必要。

    ・海洋博との連動は考えているのか。

原田氏 ・女性に的を当て、さらに美容などディスティネーションイメージの拡大ができるので

は。

柳氏  ・ブリヂストンの「ジテンシャジョシカイ」が一つのイメージとして作られたように、

地方自治体が「自転車のまち」を作るなど、練習したり、サイクリスト同士の繋がり

ができると、さらにディスティネーションの拡大になるのでは。  

坂本氏 ・有名選手やタレントと一緒には走る大会になればさらにインパクト大。

内間氏 ・サイクルモードでの沖縄ブースは、大きな効果になる。

柳氏  ・自転車競技で有名な女性選手を招聘すると効果大きいのでは。

【プロバスケットボールチームをコンテンツとするスポーツブランドツーリズム（30）】
原田氏 ・沖縄県のプロスポーツの成功事例としてはとても重要な調査である。

    ・事業項目がありすぎて、成功するのは難しいのでは。絞ったほうが良いのでは。

    ・人件費の１２００万円が不透明。１２０日以上も何をするのか。それだけの人件費を

かけて出せる価値が見合っていないと採択した意味がない。

    ・誘客目標が高い。どのような戦略があるのか。

    ・積算書内人件費の内訳をはっきりさせるべき。

 ・さらにプロモーションをかけなければ、集客は出来ない。

坂本氏 ・２８００万円の事業費に対して、３００万円の収益は少ない。１２００名集客でき

ないのか。

仲皿氏 ・他県からの修学旅行で、スポーツを見ながら沖縄の文化に触れることができるのでは。

原田氏 ・修学旅行は現実的に誘致するのは不可能。大学は無理でも専門学校なら可能性あり。

大幅見直しをすべき。
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【石垣島アースライド 2011 ～イベント認知度の向上と海外顧客誘客に向けて～（18）】
坂本氏 ・石垣島の観光状況は厳しい状況なので、いい機会である。期待大。

    ・他の自転車イベントと時期を合わせるなどの連動は出来ないのか。

内間氏 ・両方となると、１週間、１０日は滞在しなければならない。

    ・沖縄の道は滑りやすいとの意見が多い。

柳氏  ・海外誘客の方法について。（※確認が必要）

【ECOスピリットライド＆ウォーク in南城市（10）】
内間氏 ・県外目標集客が１００人はあまりに少ない。これでは趣旨に合致しない。

柳氏  ・さらに県外向けの施策は必要である。戦略的にはサイクルモードでのプロモーション

を実施。

坂本氏 ・県外 PR で２１万は厳しい。開催まで時間はあるので、事業費を追加してでも告知を
行うべき。

城間氏 ・PRができてないので企画の中に PRに関してさらに入れ込むべき。
柳氏  ・高年齢者もターゲットになる（メディカルツーリズム）

坂本  ・那覇市に呼べるイベントであればさらに集客効果がある。

【沖縄・韓国ジュニア交流キャンプ（ゴルフキャンプ）（34）】
坂本氏 ・沖縄直行便有り。また２月はもともと韓国ゴルファーが多い時期。寒い韓国から沖縄

に来てゴルフをする価値は高い。

     ゴルフ指導者を誘致して、韓国国内に広めることが出来るのでは。

    ・ジュニアのイベントがある。マスコミやメディアに取り上げられゴルフ大国沖縄の発

信につながる。

    ・韓国はゴルフが定番、韓国のツアーは一般より安い。４から８名で個人ではなくグル

ープなので落とすお金も多い。  

柳氏  ・ゴルフ指導者を誘致して、韓国国内に広めることが出来ないか。

    ・地域戦でやると広げられる可能性あり。韓国のメディアに今回の取り組みをしっかり

と取材させるべき。 

原田氏 ・県外集客にどのぐらい使ったのか、調査をやる必要があるのか。

内間氏 ・総事業費について整理したほうがよい。  

    ・事業予算で韓国メディアはどれくらい招聘できるのか確認が必要。

原田氏 ・安全面については外国人、台湾・韓国人は特に安全管理の体制を強化すべき。 
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■その他事業

仲皿氏 ・沖縄のレスリング強化は必要。そのためにも良い事業であると思う。

     正月のキャンプ誘致でメディアも呼べた。

坂本氏 ・正月に来てもらっても、沖縄はオンシーズンで経済効果につながらない。

【全体について】

・事業のモニタリングが大切。調査をできるだけ行うべき。

・なぜ、沖縄にスポーツをしに来たのかを調べる必要がある。

・沖縄のスポーツツーリズムの将来のためにも残すべき。

・これから、どう進めるのかの体制作りが大切。

 ※県が観光の中でスポーツ振興課を作っているのだからもっとやるべき。

・安全性について調べる必要がある。スポーツツーリズムの視点では欠かせない。

【その他意見】

・沖縄のスポーツツーリズムマップを作ったらどうか？

・沖縄のスポーツの全体像を示すことも必要。

■各委員からの一言

坂本氏  行政の皆様が観光をサポートするのは他県ではあまりない。

仲皿氏  スポーツツーリズムを通して地域おこしをする発想が必要。新しい資源発掘に感銘。

原田氏  沖縄県には観光スポーツ部があり観光については先進的。

城間氏  いい企画多くあった。さらに予算を増やしてほしい。

村山課長 観光資源にするということは他県他国でもあると思うが、沖縄らしさ、沖縄だからで

きるスポーツなどさらに取り入れていけると良い。
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営

   （３）第二回実施委員会の開催

日時：平成２４年３月３０日（金）    １３：００～１５：００ 

場所：沖縄県市町村自治会館 

１．開会挨拶  沖縄県 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課  課長 村山 剛 

２．挨拶    観光庁スポーツ観光推進室 スポーツ観光政策官 山本 圭太 

３．事務局より事業全体の流れの説明 

４．各事業の実施内容報告 

（１）第 1回マリンカップ in沖縄
   （２）ＥＣＯスピリットライド＆ウォーク in南城市
   （３）美ら島オキナワ CenturyRun2012 
   （４）石垣島アースライド 2011 
   （５）プロバスケットボールチームをコンテンツとするスポーツブランドツーリズム

   （６）沖縄・韓国ジュニアゴルフ交流キャンプ

４．各事業総評 

５．沖縄のスポーツ・ツーリズムの推進に向けて 

６．閉会挨拶 スポーツ・ツーリズム実施委員長 
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第二回スポーツ・ツーリズム実施委員会 議事録 

■開会挨拶

沖縄県 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課 

課長 村山 剛 

「スポーツ・ツーリズム戦略推進事業」は昨年度に続き 2年目を迎えた。 

今年度は、沖縄の独自性を活かしたマリンスポーツや、温暖な気候を活かした集客力の高い

サイクリングイベント、また、ゴルフ交流キャンプやバスケットのプロスポーツシーンを活

用したツーリズムなど、集客効果の高い事業が実施できたのではないか。 

次年度は一括交付金を活用し、２年間の成果を踏まえ、特化した種目のモデル事業の公募を

実施していく予定である。 

また、2年間の実績を元に国で策定しているスポーツ・ツーリズムの推進基本方針を踏まえ、

沖縄のスポーツ・ツーリズムの推進基本方針の策定についても検討している。また、沖縄県

としてモデル事業などスポーツ・ツーリズムの定着化を行っているが、その後、沖縄県とし

て 21 世紀ビジョンに挙げている「スポーツアイランド沖縄」の形成に向け、県として各事業

のプロモーションをする役割を担っていきたいと考える。 

■各事業総評 

【第 1回マリンカップｉｎ沖縄】 

マリンカップは、沖縄のストロングポイントであるマリンアクティビティを活用して県外からの

誘客を目指す事業でした。種目を広げすぎていることなどが課題になっていましたが、これにつ

いては、如何でしょうか。 

又吉氏 ・沖縄の様々な環境を活かす良いイベントである。長い目で育てていけたら良い。 

・場所も豊見城という設定も良いと思うし、場合によって他で設置する場合も開催でき

る。 

・6 種目がオリンピック種目になっており、今後さらに広がっていくと思うので、ブラ

ンド化に向けて早めに着手した方が良い。 

仲皿氏 ・沖縄の環境、一時的な特性を活かすイベントなので、ぜひ発展させたい。 

・課題としては、地域と連携、地域住民が盛り上がっているかどうか。運営側・地域住

民みんなで盛り上がる雰囲気が大事。 

坂本氏 ・課題としては、シニアの方をどれだけ取り込めるか。 

・参加者数に関して、県外からの誘客結果をみると種目によって差がある。バリアフリ

ーダイビングなどの体験型については県外参加者が多いが、ビーチサッカー・シーカ

ヤックは県外参加者が少ない。競技人口は決して少なくないので、種目ごとの告知が

きちんとできればさらに集客ができたのでは。 
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城間氏 ・大会の完成度は高いのでは。県外集客ができているので沖縄の本来の環境を活かして

いるのでは。 

・課題としては、立ち上げから実施までの期間が短かったため PRが十分にできなかった。

告知期間が短くてこれだけの集客ができているのでさらに期間を長くして PR をでき

ればさらに参加者を集められた。 

仲皿氏 ・マリンスポーツなどの競技の場合、県外からの道具の持ち込み等あったのか。 

事務局員 

（川杉） ・今回は比較的道具が少なく、ダイビング等のレンタルは今回の事業では確認できな

かった。ただ、この先普段から行っている人が参加する場合のツールはどのように行

っていくかが今後の課題になっていくと思う。 

【ECO スピリットライド＆ウォークｉｎ南城市】 

前回の委員会では、観光のオフシーズンに、決してメジャーとは言えない沖縄南部での大会実施

がポイントです。また、県内の参加者は大幅に伸びたものの、課題の県外誘客は５５名の参加に

留まり、厳しい結果となりました。如何でしょうか。 

又吉氏 ・冬場は沖縄でサイクリングができるというブランド化に繋がる。 

県外参加者が少ないが、これから進めていくにあたり少ないのは仕方がないのでは。 

中北部でのイベントが既存である中、南部でスピリチュアルをコンセプトとした開催

は戦略としては良い。これからの進化、大会内容をさらに深めていくには良いイベン

トだと思う。 

仲皿氏 ・南部のイメージを高めるイベント。良い時期なので、自分自身の趣味や家族とでも楽

しめる。地域の方々からの声援やボランティアが良かった。継続することが大切。認

知度向上に努めてほしい。 

坂本氏 ・とても良いイベントである。スピリチュアルの盛込みも良いと思う。 

タイムを競う競技ではく、ゆっくりコミュニケーションをとりながら参加できるイベ

ントなので楽しめる。ウェルネスを盛込んでいるので、県事業の医療ツーリズムとの

コラボするのも良いのでは？走る前と走った後の健康チェック等を行い健康について

さらに意識を高めてもらうなど。 

城間氏 ・県内の参加者が多いので魅力はあると思う。県外の方にその良さをどれだけＰＲでき

るかが課題。イベントＰＲのために南城市の行政との連携を強化できれば良い。南城

市の環境も良くなるのでは。地域活性に繋がる。県外に良さを伝える仕組み作りが大

切。 

又吉氏 ・サイクリングとウォーキングのコラボは良い。また健康系もこれから大事になる。 

またスピリチュアル文化は沖縄に古くからあるので県外へのＰＲにもなるのでは。 
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坂本氏 ・次年度も沖縄国際映画祭と同じ時期に開催するのであれば、来沖した芸能人を招待し、

ウォーク部門に参加させてはどうか。スピリチュアルのＰＲが一気に拡大できるので

はないか。 

【美ら島オキナワ CenturyRun2012】 

冬季でも温かい沖縄の魅力と、桜と海の美しさ、女性を狙ったマーケティングなどが、前回の委

員会では評価をされていました。今年は天気も良く、参加者の満足度も高いイベントとなったよ

うですが、如何でしょうか。 

又吉氏 ・核になるイベントである。内容も豊富で地域も 9 つと広域で地域活性にも貢献。さら

に工夫すれば参加者も増えると思う。 

仲皿氏 ・日程については、海洋博トリムと重なるイベントで北部が賑うイベントと重なってい

る。産業の広がりや経済効果の波及効果はあるので、これからもさらに県内への観光

誘客・経済効果に繋がるイベントである。 

坂本氏 ・是非今後も続けていただきたい。 

・ただ、前乗りで来た方の練習する際の大型車と接触事故が心配。大型車が多い道なの

で走りやすい環境を作っていただきたい。（行政） 

城間氏 ・完成度が高いと思う。目標のリピート率については成果が出ている。 

一方、新規顧客層については下がっているのでは。イベント内容がマンネリ化してき

たのではないか。女性層については呼び込めたのでＰＲ方法をもっと考えるべき。県

外参加者が多いイベントなのでもったいない。 

【石垣島アースライド 2011】 

観光誘客に課題を持っている石垣島での開催と、海外からのメディア誘致がこの事業のポイント

としてお話がされていたかと思います。その成果などについては如何でしょうか。 

又吉氏 ・４５７名の参加人数は効率が悪い。様々なイベントに出たいという参加者ニーズに合

わせ時期をずらして様々なサイクリングイベントが行われているが、今後の参加人数

の延びに期待ができない。移動時間、交通費用もかかるからなのではないか。 

仲皿氏 ・交流が広がる。石垣島の自然を認知させる良い機会である。 

3 月の開催時期も良い。長い目でみたら良いイベントになると思う。 

坂本氏 ・離島は経済波及効果が厳しい。宮古よりもさらに石垣は厳しい。 

イベントの認知拡大も大事だが、まず石垣島としての認知拡大が必要。 

城間氏 ・台湾をターゲットとした場合、石垣島への足や経済的負担がかかるのでモニターが少

ないのでは。台湾だけでなく周辺国へのＰＲを行うべき。近すぎて差別化できない。

韓国や中国などへのＰＲが良いのでは。 
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又吉氏 ・台湾へ重点的にＲＰすると言っていたが、現状厳しいのでは。逆に中国の方が大きい

ので費用を抑えるためにチャーター便などで来れればよい。時間と交通費用の問題が

大きい。 

【プロバスケボールチームをコンテンツとするスポーツブランドツーリズム】 

当初課題であった人件費は実態に伴って事業項目を整理し削減がされているそうです。しかしな

がら、当初目標としていた１２００名の集客には及ばなかったという現状でした。事業全体の総

括をお願いいたします。 

又吉氏 ・正直難しいのでは。実際に、キングスに熱狂的ファンがどのくらい人がいるのか、関

心がある層がどのくらいいるのかを知る必要がある。 

柳委員長・キングスの熱狂的ファンは大勢いる。 

県外のファンがアウェイツアーで沖縄に来るのは厳しいのでは。 

仲皿氏 ・ビジネスにおいては魅力がある。プロ意識を持ちながら、周囲を巻き込む演出も良い。

これをさらに他県にＰＲできるのでは。修学旅行等への取り組みもできるのでは。期

待大。 

坂本氏 ・着地型の商品としては難しいのでは。 

城間氏 ・キングスが強すぎて他県のファンチームはわざわざ来ないのでは。他地域（弱小チー

ムも含めて）も来てもらう仕組みづくりが必要。 

スポンサーによってビジネスとしてのやり方、仕組み作りの検討が必要。 

【沖縄・韓国（アジア）ジュニアゴルフ交流キャンプ】 

マスコミやメディアの誘致や、ゴルフ指導者など現地での PR が課題と見られていましたが、現地

での記者発表などもあり、３０人の定員に達成したようです。この事業については如何でしょう

か。 

又吉氏 ・続けていくべきイベント。しかしＳＴ事業としてやるべきなのか。観光誘客を目的と

した事業ではないのではないか。今後優秀な人材を排出する上ではいいイベントであ

るがＳＴ事業ではなく別の予算をつけるべき。 

仲皿氏 ・当初はこの事業に対し消極的であったが、事業内容を実際に見てみるととても良かっ

た。徐々に認知度を上げていき、県内の観光集客・経済波及効果につながればいい。 

坂本氏 ・種まき事業になるイベントである。 

城間氏 ・ＳＴ事業の事業趣旨と合っていないのでは。人材排出には良い事業だが見せ方が異な

るのでは？ＰＲの仕方等、先の人材排出の視点を変えることが大切。 
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■沖縄のスポーツ・ツーリズムの推進に向けて

沖縄県としては、２年間かけて、昨年度の「スポーツ・ツーリズム推進事業」による戦略構築と

リサーチを行い、それらの成果をベースとして、本年度の「スポーツ・ツーリズム戦略推進事業」

により、事業の支援を行う中で具体的な事例作りを推進して来ました。 

では、これからの沖縄におけるスポーツ・ツーリズムの推進には、どの様なことが求められてい

るでしょうか。 

事務局からの話にもあったように、「スポーツアイランド沖縄」を目指し、沖縄の持つ類まれな「観

光力」を活用し、沖縄観光の課題解決や魅力発信を行っていくことが求められています。 

例えば、国は昨年度、スポーツ・ツーリズムの推進に向けた「スポーツ・ツーリズム推進基本方

針」を立ち上げ、それらの理念をもとに、スポーツ・ツーリズム推進連絡組織としての、「JSTA

（ジャスタ）」が立ち上げられようとしています。 

当然、個別の事業やイベントを行っていくことも大切なことであると思いますが、それらを県と

して束ねる「沖縄県としての指針や、マーケットへの発信」が必要となるのかもしれません。 

そのようなことも踏まえつつ、これから沖縄のスポーツ・ツーリズム推進に沖縄県として必要な

こと、取り組まなければならないこと、はどんなことなのか。を、これから議論させて頂きたい

と思います。 

城間氏 ・県産品等の沖縄のＰＲをする際に県産品だけを提供しても効果はない。加えて沖縄の

文化などを提供できればよい。 

ＳＴ事業も沖縄のスポーツに関する環境ＰＲだけでなく、文化・歴史等のＰＲ方法が

大事なのでは。あらゆる場所で全体ＰＲができればいいのではないか。 

村山課長・スポーツだけでなく、様々な沖縄の魅力と合わせての、多様な発信をしていきたいと

考えている。 

又吉氏 ・観光分野だけでなく、多様に総合的にＰＲするべきなのでは？ 

仲皿氏 ・ＯＣＶＢと県体協との連携が不十分。２１世紀ビジョンとも連動させ、スポーツをツ

ーリズムとして活用していくという考え方。県民にとっても、スポーツを行うことが

健康に過ごすため、自分のためになる。 

坂本氏 ・ＳＴ事業に限らず、インバウンド拡大に向けて年間観光客数１０００万人、外国人観

光客数を１００万人にしていくためにも、インフラの部分でも整備が必要。那覇市内

は充実しているが、その他地域では不十分。また、多言語対応も必要である。 

・観光客の沖縄滞在の期間中で時間が余ってマラソンなどをしたい時に気軽に走れる環

境を作れないか。沖縄の新たな魅力発見に繋がり、マラソンを目的として再来県し、

リピート率の向上に繋がる。新しいマーケットになる可能性があるが、スポーツ用品

のレンタルは難しい。そもそもノウハウがない。また、メーカーとのタイアップ等連
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携が不足している。スポーツ産業の立ち上げが遅い。 

又吉氏 ・冬場の沖縄は、観光の大きな柱になる。他地域にない魅力が多い。 

「冬は暖かい沖縄で！」過ごすという考え方を定着化させる。 

プロ野球キャンプなどをはじめとして、合宿場所として沖縄はニーズがあり、ブラン

ド化をしていくことが出来るのではないかと考える。アマチュアを含めた団体を受け

入れて、しっかりとお客様として扱うことが必要なのではないか？県全体でＰＲする

べき。 

村山課長・国頭村は陸上合宿に力をいれている。次年度はプラットホームの調査事業を行う予定。 

受け入れ整備ができればいい。 

    ・陸上は大きな可能性があるが、全体像が把握できていない。 

どれくらいの合宿が来るのか、アマチュア合宿受入のプラットフォームを作っていき 

たい。 
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営 

   （３）モデル事業の採択 

ツアー選定に向けて、基本方針を基にした応募事業の選定の三つの基準を設け、さらに、事業の

継続性、拡大性、長期的な計画、ビジョンなどの事業内容についての審査も行った。また、各委

員には、以下の基準を示し、評価を行った。 

採択に向けた審査は、以下の流れにて実施をした。

１．事業目的の視点

応募事業の選定

沖縄の持つ「観光力」の活用

沖縄観光の課題解決 沖縄の持つ魅力の情報発信

下記、「観光力の活用」、「沖縄観光の課題解決」「魅力の情報発信」のポイントをふ
まえ、評価をお願いいたします。

２．事業内容の視点

事業の継続性、拡大性、長期的な計画、ビジョンなど、事業内容についても、評価を
お願いいたします。

①新規性・革新性 ②市場性 ③国際性 ④将来性 ⑤波及性
⑥主体性 ⑦計画性 ⑧妥当性 ⑨目標設定

９月 ８日（金）

９月 ２日（金） 審査資料と評価シートのご到着

メールにて、評価シートをご返信

審査員の皆様による審査期間 （一週間）

評価シートの集計・・・委員の皆様７名

合計評価点の算出

事業予算や内容の重複などの要素をもとに調整

※必要があれば、各事業者にヒアリングを実施

９月１３日（火） 二次審査通過事業を完了

９月１５日（木） 第一回スポーツツーリズム実施委員会の開催

採点表と選定事業をメールにてご連絡

実施委員会資料作成

事業最終選考、選定

検証イメージ、仮説検証、調査項目の確認
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＜評価の基準＞ 

各委員の選定にあたり、以下の評価の基準を設け、全ての委員が統一した考え方において公平な

審査が行われる環境作りを行った。 
観点 評価項目 評価基準

既存スポーツの拡大 沖縄にある、既存の魅力的なスポーツコンテンツの規模拡大につながっているか

既存スポーツのイメージUP 沖縄にある、既存の魅力的なスポーツコンテンツのイメージアップにつながっているか

既存スポーツの活用 沖縄にある、既存の魅力的なスポーツコンテンツを企画の中で活用しているか

歴史文化の活用 沖縄の持つ歴史文化（食や祭りも含む）を企画の中で活用し、魅力化を図っているか

自然の活用 沖縄の持つ自然（海、山、など）を企画の中で活用し、魅力化を図っているか

環境の活用 沖縄の持つ環境（温暖な気候、スポーツ施設、など）を企画の中で活用し、魅力化を図っているか

新しい訪問モチベーション
リピーターが多い沖縄だが、新たな発見や滞在理由が無いと、リピーター離れに繋がってしまう
スポーツ・ツーリズムを通じた、新たしい訪問モチベーションに繋がる企画か

誘客効果・オフ期
沖縄のオフ期（１１～２月、４～６月）の県外からの誘客を行うために、通常の観光旅行とは異なるモチ
ベーションとなる企画となっているか

誘客効果・インバウンド
外国人旅行者参加を前提としている企画か
また、具体的に外国人誘致を行う施策が盛り込まれているか

経済効果
スポーツ大会やコンテンツ参加、キャンプ誘致などによる経済効果はどれくらいか
単純な収益だけでなく、地域経済へのインパクトや、長期滞在が図れる企画となっているか

話題性
企画内容に話題性やニュースバリューがあり、取材誘致などの可能性がある企画か
また、企画自体が話題性の喚起を想定している提案となっているか

沖縄でスポーツを行う意義
沖縄でそのスポーツを行う必然性があり、また、そのスポーツが沖縄で行われていることで沖縄の観光魅力
発信につながる可能性のある企画か

プロモーション施策内容
大会の告知、プロモーションの内容は適当か
沖縄県内だけでなく、県外でも告知がなされ、多くの来沖者が訪れる企画となっているか

新規性・革新性 これまでにない、ユニークな取り組みか
市場性 今後もニーズが見込まれる取り組みか
国際性 海外の参加者募集や情報発信などがされる取り組みか
将来性 将来の持続・発展が見込まれる取り組みか
波及性 波及効果・相乗効果が見込まれる取り組みか
主体性 提案者の主体的な取り組みか
計画性 実現可能な事業計画か
妥当性 予算計上が適当か
目標設定 事業効果把握のため目標設定と効果測定手法が設定されているか

事業内容の観点

事
業
目
的
の
視
点

沖縄の観光力の
活用の観点

沖縄観光の課題
解決の観点

沖縄の魅力の情
報
発信の観点

＜委員による一次審査の実施＞ 

審査基準を整理したうえで、以下の審査表により、全３３ツアーの一次審査を行った。原則とし

て、全てのツアーを１００点満点で審査を行い、平均点を出すことで、一次審査を行った。 

配点 例 受付1 受付２ 受付３ 受付１０受付１１受付１２受付１８受付３０受付３４受付３７ 追加１ 追加２
既存スポーツの拡大 5 2
既存スポーツのイメージUP 5 2
既存スポーツの活用 5 3
歴史文化の活用 5 4
自然の活用 5 4
環境の活用 5 2

小計 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新しい訪問モチベーション 5 4
誘客効果・オフ期 5 1
誘客効果・インバウンド 5 5
経済効果 5 3

小計 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
話題性 5 5
沖縄でスポーツを行う意義 5 4
プロモーション施策内容 5 5

小計 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新規性・革新性 3 2
市場性 4 4
国際性 4 4
将来性 4 4
波及性 4 2
主体性 4 2
計画性 4 3
妥当性 4 3
目標設定 4 4

小計 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

選定基準項目

合計

沖縄の観光力の
活用の観点

沖縄観光の課題
解決の観点

沖縄の魅力の情報
発信の観点

事業内容の観点

事
業
目
的
の
視
点
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＜一次審査結果の集約＞ 

点数化された一次審査の結果から、点数順に各提案内容を整理し、助成予算や、各事業の価値な

どを加味しながら、実施委員会による審査を行った。 

順位 平均得点 受付番号 助成額概算

順位 平均得点 受付番号 助成額概算

9

10

6

7

8

1

2

3

4

5,118,000

9 新規企画
第1回　レディス・ジュニア沖縄カッ

プ
（株）日本広告 女子中高生　ゴルフ

２０１２年２月１１日（土）
～

１２日（日）
15,888,230

ノルディックウォーキングイベン
ト

２０１２年１月２９日～
３０日

（株）アドスタッフ博報堂

13 新規企画 シュガーライド久米島２０１２ 久米島町役場
サイクリングイベント

（参加型）
２０１２年３月３日～

４日

31
既存企画の
拡充実施

やんばる一番桜
ノルデックウォーキング

NPO法人　ナスク

カテゴリ

海、ビーチを活用したスポーツ
イベント

（株）沖縄ドリームファクトリー

美ら島沖縄センチュリーラン
実行委員会

（株）琉球新報社

中部広域市町村圏事務組合

ロンドン五輪日本代表沖縄新春合
宿～レスリングを通じた沖縄国際Ｐ

Ｒプラン～

イベント名

第1回マリンカップｉｎ沖縄

実施主体

（財）社会スポーツセンター

開催日時

２０１１年
１０月２８日（金）～
３０日（日）

２０１１年１２月２８日～
２０１２年１月４日

２０１２年
１月１５日（土）～
１６日（日）

２０１１年
１１月１９日（土）～
１１月２１日（月）

２０１１年１０月　名護
２０１１年１１月　那覇
２０１２年３月　八重山

２０１２年
３月８日～１５日

２０１１年１０月～１２年
３月（主催試合商品化）
１２月９～１２日（会議）

２０１１年１２月１０日以降
※２週間想定

２０１２年
２月１８日～
２４日

サイクリングイベント
（参加型）

サイクリングイベント
（参加型）

バスケットイベント

ロゲイニング大会（参加型）

ゴルフキャンプ

ウォーキング、サイクリング
イベント（参加型）

2,595,391

区分

昨年度採択事業

昨年度採択事業

新規企画

美ら島オキナワCenturyRun2012

「プロバスケットボールチームをコ
ンテンツとするスポーツブランド

ツーリズム」

沖縄特有の資源を活用したスポーツを通してアジ
アジュニア育成を図る新たな沖縄型スポーツツー
リズム事業　沖縄・韓国ジュニア交流キャンプ

地域素材を生かした
スポーツイベント
「沖縄ロゲイニング」

Shining Star festival

11

おきなわマラソンを核とした
ニューツーリズム

「スポーツウェルネス・ツーリズム」

NPO法人
ホールアース研究所沖縄事務

所

（株）　iforce

新規企画

既存企画の
拡充実施
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石垣島アースライド2011
～イベント認知度の向上と海外顧

客誘客に向けて～
（株）近畿日本ツーリスト沖縄

8,830,000

7,500,000

14,000,000

レスリング大会
（参加型）

マラソン、長期滞在型
ウェルネスコンテンツ

5,250,000
ECOスピリットライド＆ウォーク

ⅰｎ南城市
沖縄タイムス社

昨年度採択事業

既存企画の
拡充実施

3

30 新規企画

18

34 新規企画

区分

15,000,000

2 6,820,000

1

12 10,000,000

16,204,580

28,640,283

8,000,000

バスケットキャンプ誘致

75.0

65.3

64.4

85.0

83.6

79.9

79.0

62.3

59.6

2票
72.5

1票
70

追加
１

追加
２

追加
３

1票
78

２０１２年
３月２４日（土）～
２５日（日）

5 75.4 10 昨年度採択事業

イベント名 実施主体 カテゴリ 開催日時
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営 

   （４）モデル事業の支援 

 モデル事業の支援に向けては、モデル事業実施事業社が助成金の交付や、事業の実施、ならび

にレポートの作成をスムーズに行えるように、マニュアルを作成し、事業のフローも整理をした

うえで、事務局として事業のサポートも行った。 
事業のフロー

・マニュアルに則り事業実施工程の説明・説明
・助成金交付要綱の説明・説明

・助成金交付要綱を確認の上、交付申請を提出
・交付申請内容確認後、受理書を発行

・事業の進捗・実績、収支計画状況についての確認
・修正企画書の提出（県、実施委員会への共有）
⇒実施事業助成金交付総額の確認として

・実施報告書雛形に基づいた報告書の作成
・事務局での確認

・実施委員会での内容審査、確認後の評価を受けて
交付金額の確定

・ガイドラインに沿った精算手続きの実施
※不備があった場合、交付金の支払いは致しません

事業実施マニュアル事業実施マニュアル
助成金交付要綱の助成金交付要綱の確認確認

助成金交付申請の受付助成金交付申請の受付

修正企画書修正企画書
（事業進捗・実績の確認）（事業進捗・実績の確認）

モデル事業の報告書モデル事業の報告書
レポートレポートの提出の提出

助成金額助成金額の確定の確定

清算手続・関係証拠書類確認清算手続・関係証拠書類確認

助成金交付助成金交付

事業の実施 ・修正企画書に則った形での事業の実施
・参加者アンケート等の配布、依頼の実施

・事業終了後１週間以内に、事業の実施内容のレ
ポート（ワード２枚程度）とモニター写真を提出完了報告書（簡易版）完了報告書（簡易版）
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４．モデル事業の広報

   （１）Ｗｅｂサイトを活用した広報

【公式WEBサイトの立ち上げ】    URL：http://okinawasportsisland.com/
公式WEBサイトを立ち上げ、採択事業者のイベント情報の発信を行った。

【ポスター・チラシ制作】

制作部数 

                                 ポスター：500 部 

                                 チラシ ：5000 部 

        表面             裏面    

【観光フリーペーパーへの記事掲載】

        表紙            中面    

雑誌名 ：るるぶFREE 秋/冬号 2011年10月～2月掲載

発刊部数：12万部

設置箇所：県内ホテル 19箇所：客室設置

70箇所：ロビー周辺設置

那覇空港旅行案内所 那覇観光案内所
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４．モデル事業の広報

   （２）その他広報活動

【ニュースリリースの実施】

モデル事業の決定と、沖縄県のスポーツ・ツーリズムの推進内容を伝えていくため、共同通信社

によるニュースリリースを行い、事業内容の告知を行った。

上記リリース原稿を、７００社以上のメディアに配信



35

＜ニュースリリース配信後の掲載例＞

４７ニュース                  遊都総研

マイナビニュース             gooビジネス EX 

＜その他、掲載メディア＞

【47NEWS】http://www.47news.jp/topics/prwire/2011/10/221814.html 
【exciteニュース】http://www.excite.co.jp/News/release/prw201110270215.html 
【gooビジネス EX】http://bizex.goo.ne.jp/release/detail/199783/ 
【Infose】http://news.www.infoseek.co.jp/kyodopr/press_release/story/kyodopr201110270215/ 
【@niftyビジネス】http://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prw201110270215_1.htm

【livedoorニュース】http://news.livedoor.com/article/detail/5971747/ 
【COBS ONLINE】http://cobs.jp/press/1110/1027/395044.html 
【SEOTOOLS】http://www.seotools.jp/news/id_prw_201110270215.html 
【YUCASEE MEDIA】http://media.yucasee.jp/r/detail/95219 
【河北 Bizナビ】http://biz-kahoku.jp/?p=prw&id=201110270215 
【共同通信社】http://www.kyodo.co.jp/articles/2011-10-27_30275/ 
【KYODO NEWS DIGITAL】http://corp.kyodo-d.jp/btob/prwire/detail/1/all/201110270215/ 
【徳島新聞】http://www.topics.or.jp/press/news/2011/10/PRwire201110270215.html
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事業社名 種目 実施日 総事業費 助成額 参加者数 【県内】 【県外】

1
第1回マリンカップ

ｉｎ沖縄
ビーチを活用した
スポーツイベント

2011年10月28日（金）
　　　10月～30日（日）

\38,002,540 \12,000,000 2,495名 879名
1,616名
（海外含む）

2
ＥＣＯスピリットライド＆
ウォークｉｎ南城市

サイクリング
ウォーキング
イベント

2012年3月24日（土）
　　　～3月25日（日）

\26,196,048 \7,000,000 1,271名
ライド：487名
ウォーク：729名

ライド：45名
ウォーク：10名

3
美ら島オキナワ
CenturyＲｕｎ2012

サイクリング
イベント

2012年1月14日（土）
　　　　～1月15日（日）

\35,138,250 \12,500,000 1,550名 725名 825名

4
石垣島アースライド

2011
サイクリング
イベント

2011年11月19日（土）
　　　～11月21日（日）

\24,594,000 \10,000,000 457名 53名 404名

5
プロバスケットボール
チームをコンテンツとする
スポーツブランドツーリズム

バスケットボール
イベント

2011年11月
　～3月25日

\30,556,995 \18,000,000
390名

（不明109名含む）
100名 181名

6
沖縄・韓国（アジア）
ジュニアゴルフ
交流キャンプ

ゴルフキャンプ
2012年2月15日（水）
　　　　～2月27日（月）

\18,506,800 \9,500,000 60名 30名
30名

※韓国参加者数

平成23年度「スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）」
採択事業者　実績一覧
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５．採択モデル事業ダイジェスト   １

実施概要 

【目的】 

沖縄県の豊かな自然を活用したマリンスポーツを全島で開催することにより、沖縄県でのマリンス

ポーツ及び観光の振興、また国際的なマリンスポーツの拠点としての確立を目指します。 

【内容】 

・主催：財団法人社会スポーツセンター、日本マリンカップ委員会 

・主管：沖縄県マリンカップ実行委員会 

・後援：文部科学省、観光庁、第十一管区海上保安本部、環境省那覇自然環境事務所、沖縄県、豊見

城市、公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本体育協会、財団法人日本水

泳連盟、公益財団法人日本バレーボール協会、公益社団法人日本カヌー連盟、 

独立行政法人海洋研究開発機構国際海洋環境情報センター、社団法人日本旅行業協会 

財団法人沖縄県体育協会、財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、 

財団法人沖縄マリンレジャーセーフティービューロー、社団法人沖縄県レンタカー協会、 

琉球新報社、沖縄タイムス社、琉球放送株式会社、スポーツツ－リズム沖縄実行委員会 

・実施日程： 

本大会：2011 年 10 月 29日(土)-30 日(日)、豊崎美ら SUN ビーチ（沖縄県豊見城市） 

前夜祭：10月 28 日（金）、豊崎美ら SUN ビーチ（沖縄県豊見城市） 

シンポジウム：10月 28日（金） 

・実施概要： 

第第11回マリンカップｉｎ沖縄回マリンカップｉｎ沖縄

ﾒｲﾝ
ｲﾍﾞﾝﾄ
（10/28
-30

期間内 県内 県外 海外

　　　① オープンウォータースイミング（本大会）　　　 170名 170名 95名 75名 名
　　　② ビーチサッカー（本大会）　　　　　　　　　　 266名 266名 202名 41名 23名
　　　③ フリッパーレース（本大会）　　　　　　　　　 98名 98名 52名 46名 名
　　　④ ビーチバレー（本大会）　　　　　　　　　　　 48名 48名 32名 16名 名
　　　⑤ シーカヤックレース（本大会） 82名 82名 64名 9名 9名
　　　⑥ ビーチマレットゴルフ（本大会）　　　　　　　 72名 72名 6名 66名 名
　＜デモンストレーション種目（４種目）＞ 名
　　　⑦ ライフセービング（本大会）　　　　　　　　　 88名 88名 78名 10名 名
　　　⑧ サバニ体験（本大会）　　　　　　　　　　　 10名 10名 名 10名 名
　　　⑨ サバニレース（本大会） 89名 89名 89名 名 名
　　　⑩ ビーチコーミングアートコンテスト（本大会）　 10名 10名 名 10名 名
　＜体験型活動（６種目）＞ 名
　　　⑪ SCUBAダイビング（本大会および期間内）
　　　　　　　　　　　（環境保全活動及びナビゲーション） 880名 425名 455名 名 880名 名
　　　⑫ バリアフリーダイビング（6/23-26）　　　　　　 180名 180名 40名 140名 名
　　　⑬ スノーケリング教室（本大会および期間内）　　　　　　　　77名 37名 40名 60名 17名 名
　　　⑭ カヌー体験会（本大会）　　　　　　　　　　　　 79名 79名 35名 44名 名
　　　⑮ ビーチコーミングアート教室（本大会）　　　　　 46名 46名 20名 26名 名
　　　⑯ 沖縄文化芸能および食文化（本大会） 300名 300名 106名 190名 4名

計 2495名 1820名 675名 879名 1580名 36名
（割合） 100% 73% 27% 35% 63% 1%

期間内訳 参加地域内訳

計

　＜正式種目（６種目）＞
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実施報告 
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事業結果 

第 1回マリンカップ in沖縄は 16種目にて開催することができ、プレ大会 8種目と比較すると種目数を倍に増

やすことができました。また、参加者数はプレ大会 849 名から、第 1回大会 2,495 名と約 3倍増となりました。 

 開催のねらいとしておりましたマリンスポーツにおける高い潜在需要の顕在化に関しては、16 種目を同じ会場

で行なったこと、当日申込で参加できる体験会を多く開催したこと等により、参加者が複数の種目に選手として

参加したり、体験会に参加できたり、観戦したりすることが出来ました。“興味はあったけれども、機会が無くて

見たり体験したりしたのは今回がはじめて、楽しかった。”との声が多く聞かれました。多くの参加者から「来年

も参加したい。別の種目も体験してみたい。他のフィールドでも活動してみたい。また、沖縄に来たい。」との声

が聞かれました。 

 また、国際性という観点からは、当初計画しておりました台湾、ベトナム、スリランカにとどまらず、米国、

英国等西洋からの参加もございました。子どもも大人も広く国際交流が行われ、観戦者の中に外国の方の姿が多

く見られました。 

さらに、運営面におきましては、主管団体間での交流も促進された結果、今後、複数種目によるコラボレーシ

ョンが期待され、加えて、オープンウォータースイミングが沖縄県において初めて開催される等、沖縄県をアジ

アにおけるマリンスポーツのメッカとしてＰＲすることが出来ました。 

これらの結果により、マリンスポーツの多種目同時開催という我が国のみならず、世界でも先進的な取り組み

を沖縄県から発することができ、マリンスポーツの“メッカ”としての沖縄をアピールすることができました。 

事業総括（課題と今後の展望） 

今後の課題といたしまして、イベントの質という観点からは、マリンカップを基盤とした、さらなるオプショ

ンツアー等の企画を充実させていくと共に、外国の方に向けてさらにＰＲし、参加しやすい体制の確立のために、

外国語によるホームページの作成、通訳ボランティアの育成について検討を進めております。また、種目間のタ

イムスケジュールを調整したり、内容を再検討したりすることにより、複数種目に参加を希望される方が参加し

やすいようにさらに配慮して参りたいと存じます。 

 さらに、第 2 回以降の発展的な課題といたしましては、現在メイン会場を１会場にて開催しておりますが、収

容人数と種目を検討した上で、さらに沖縄県各地で行えるよう検討を進めて参りたいと存じます。 

 運営面につきましては、マリンボランティアの育成を進め、さらに円滑で安全な運営体制の確立を行なって参

ります。 

これら課題や上記結果を踏まえ、第 2 回大会においては、さらに多くの種目、多くの国からの参加者を増やし

ていけるよう努力して参ります。既に、新規種目として複数種目よりオファーが届いており、具体的には、種目

数 20種目、参加人数 5,000 名を目標として準備を進めて参ります。 
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５．採択モデル事業ダイジェスト   ２

実施概要 

■目的 

①体験滞在型観光プログラムの創出により、地域経済の活性化に寄与するとともに、｢観光立県・沖縄｣を広く

発信する。

 サイクリングとウォーキングのスポーツイベントを春先に開催することにより、観光オフシーズンにおけるニーズを

掘り起こす。 

 沖縄本島の南部と東海岸を中心に、まだ十分に知られていない沖縄の魅力（健康と癒しをもたらす自然・文化・特

産品など）を国内外にＰＲする。

②サイクリングとウォーキングを同日に開催することで、家族でスポーツに親しむ機会を提供し、心身の健康増

進を図る。 

 家族で参加することによるスポーツのさらなる楽しみ方を提案する。

 サイクリング、ウォーキングともに難易度の違う種目を設け、それぞれの体力に合った健康増進に資する。

③琉球王朝の聖地巡礼を通して、沖縄の歴史と精神文化を学ぶと同時に、環境保全意識を啓発する。 

 自然に対して畏敬の念をもって接した琉球王国時代の先人達の思いに触れる。

 廃棄物をなるべく出さないようにするなど環境に配慮した大会運営を行うことで、持続可能な社会づくりへの意識

の高まりを醸成する。 

新しい取り組みや事業として追加した内容                                      

●ウォーク部門の新設                    ●「ウェルネスコーナー」への積極的誘導 

●物産展ブースの設置と参加者に対する 500 円クーポン券の配布 ●スピリチュアルセレモニーの実施   

●久高島を巡るコースの設定                    ●写真コンテストの開催 

■内容 

開催日程 2012年3月24日（土）～3月25日（日） 6：30～18：00 

開催場所 沖縄県南城市ほか本島中南部一帯 

主 催 沖縄タイムス社          共 催 南城市 

主 管 ECOスピリットライド＆ウォーク大会実行委員会 

【構成団体】沖縄県サイクリング協会、沖縄県トライアスロン連合、沖縄県ウオーキング協会 

日本ノルディックフィットネス協会沖縄準備室、南城市、南城市議会 

南城市教育委員会、南城市商工会、南城市観光協会、南城市体育協会 

沖縄タイムス社 

ECOECOスピリットライド＆ウォークｉｎ南城市スピリットライド＆ウォークｉｎ南城市
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事業結果 

■参加者数【ライド部門】 

コース 申込者数 出走人数 出走率 完走人数 完走率 

A 160km 233 209 89.7% 197 94.3% 

B 80km 214 196 91.6% 190 96.9% 

C 50km 55 45 81.8% 43 95.6% 

D 30km 30 30 100.0% 28 93.3% 

合計 532 480 90.2% 458 95.4% 

前年は東日本大震災の影響もあり400人の参加に留まったが、今回は100人以上増え532人となった。南城市の特色を出すため

に、「南城市ふれあいコース」「久高島・斎場御嶽巡りコース」を新設した。久高島コースは島の受け入れ体制が未知数だったた

め、30人と少なめの設定にしたが、すぐ定員に達した。立哨、エイド、移動監察など各部会で事前協議を重ねたため、運営面で

はスムーズだった。怪我などで病院に搬送された参加者もいたが、大事には至らずに済んだ。また、エイドステーションではリ

ユース食器を使用し、環境に配慮した取り組みを行った。「ぬちまーす」「おきなわワールド」民間企業2社と協力体制が組めた

ことも大きかった。県外の参加者が増えれば、企業にとってもより魅力的な大会となるだろう。 

■【ウォーク部門】 

 参加申込数 参加者数 完歩者数 完歩率 

ウォーク A(ファミリー)7km 312 295 285 97% 

ウォーク B(ミドル)14km 206 199 184 92% 

ウォーク C(チャレンジ)7km 147 134 131 98% 

ウォーク D(ファミリー)7km 39 31 31 100% 

ウォーク E(ミドル)7km 35 32 32 100% 

集計 (県外参加者) 739(10) 691(9) 663(9) 96%(100%) 

今大会は ECOスピリットライドと東御廻い国際ジョイアスロンを発展的統合し第 1回大会となったが、ウォーク部門に 739 名

の参加申込があり風光明媚な風景とコース上の史跡での地元文化財ガイドによる解説等が好評で、大会中の事故等もなく参加者

の 96%が完歩し、大会をとおし南城市の魅力を広く PR できた。また、ゴール地点のメイン会場では(ユインチホテル南城)南城

市が推進するウェルネス事業のブースにおいては、ウォークの部門の参加者を対象に、事業の紹介や会員登録(47 名登録)の案

内、整骨院スタッフによる簡単な姿勢チェックを行い、癒し・文化・健康に寄与できた。しかし、県外参加者が少なく今後の大

会ブランド化及び県外周知活動の強化等課題も残った。 
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■講演会、走行説明会

講演会①『南城市・聖地パワーの魅力～伝え残そう、地域の良さ～』   講師：県立芸術大学名誉教授 井

上秀雄 氏 

講演会②『知っていましたか？体にいい自転車ライフ～正しい知識で FUN RIDE～』 

講師：沖縄リハビリテーションセンター病院整形外科部長 大嶺啓 氏 

走行説明会＆講習会「自分でできるチューブ交換」（１、２回） 

沖縄タイムス広告局 具志堅毅 氏、県サイクリング協会 森豊 氏 

   ⇒１回目 参加者数６３名  ２回目 参加者数２２名  合計 ８５名 

■ふれあい交流会 

実施日程：２５日(日)１４時～１８時  出店内容（業者１０社） 

 ⇒参加者は飲食やお土産に利用し、６５万円分の経済効果をもたらした。また、約７００食分が利用者によっ

て消費され、南城市商工会の沖縄そばやカフェくるくまのチキンカレーは完売。 

■スピリチュアルセレモニー 

ライド部門スタート前の出発式で、神女（ノロ）による安全祈願を行った。感謝の気持ちを込め、太陽に向か

って琉球王朝時代から伝わる「おもろ」（古謡）の一節と「ツラネ（唱え）」の後、参加者全員で合掌と礼拝、大

会の安全と成功を願った。神女は、琉球舞踊かなの会・高嶺久枝会主が担当、巫女（笛・太鼓）の演奏で厳かに

演出し、琉球王朝時代の先人たちの精神文化に触れてもらった。 

■久高島・斎場御嶽巡り ３０名参加

参加者が同コースに参加した理由として「最近パワースポットとして人気のある斎場御獄に参加できる」という

意見が多かった。ルートは、発着点のユインチホテル南城を出発し、久高島へのフェリーが出港する安座真港へ。

フェリーに乗船し、約２０分で久高島に到着。島内では貸し自転車を利用して、現地ガイドが島内を案内した。

約２時間かけて島内の主要箇所を巡り、フェリー発着の徳仁港において昼食。安座真港から各自の自転車に乗車

し、知念半島から太平洋を眺めることのできる知念岬、世界遺産に認定されている斎場御獄と巡る。斎場御獄を

出てからは、上り坂の長いニライカナイ橋を登る。参加者の疲れがピークに達する時間だけに、参加者にとって

厳しい状況になると予想していたが、途中でリタイヤする参加者もなく、無事登りきった。ニライカナイ橋を過

ぎてからは、ゆるやかな下り坂が続き、参加者全員がスタートから約５時間半かけて無事ゴールすることができ

た。 

■写真コンテストの開催 

大会参加者を対象に写真コンテストを実施する計画だったが年度末のため計画を変更。大会当日に撮影した大

会模様を伝える写真 60点を会場内の完走証発行所近くに展示した。参加者らはゴール後、スタート前のセレモニ

ーや走行風景、エイド風景などの写真展示に見入っていた。また、自分が映っている写真を欲しがる人も複数い

たため、特別に提供した。テストケースでの実施だったが、事前に告知をすれば購入に繋がる可能性も高いとい

うことが分かった。 
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実施報告 

出発式前(グスクロード公園)  出発式           Cコース出発

玉城城跡前        仲村渠樋川        斎場御嶽

ニライ橋・カナイ橋    ゴール(ユインチホテル南城)   ウェルネスブース
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事業総括（課題と今後の展望） 

【観光資源の活用】琉球開びゃくの地として知られる南城市の史跡を含め沖縄本島南部と東海岸一帯の地域資源

を活用するため、今大会はサイクリングとウオーキングを組み合わせた。パワースポットブームに乗り世界遺産・

斎場御嶽は年間 36万人が来場するほど人気スポットとなっているが、南城市はほかにも史跡や聖地、名所が点在

しており、ウオーキングで巡るウオーク部門を新設したことで参加者数は昨年の 400 人から今年は 1271 人（ウオ

ーク部門は 740 人）と 3倍に増え相乗効果を発揮した。 

【家族で楽しく健康に】健康志向や家族志向のニーズをとられ、順位やタイムを気にしないサイクリングとウオ

ーキングを組み合わせ家族の参加を促した。自らの体力にあった種目を選択できるため、初心者でも無理なく参

加できるコースを設定。ウオーキングには親子づれやファミリーの参加が目立った。ゴール後にサイクリング参

加者と触れ合う光景が見られた。参加者アンケートの参加目的には「家族の絆・思い出づくり」「健康増進のため」

「南城市の史跡や景観を楽しみたい」などが多かった。 

【県外誘客】県外集客目標を 100 人と設定しプロモーションや広報活動を展開したが県外参加は 55人（達成率は

55％）に止まった。県外へ周知を図るため首都圏のビック大会でのプロモーションのほかに県外地方紙 8 紙、ス

ポーツ紙１紙に記事を掲載、自転車雑誌 3 誌に全面広告を掲載したものの目標には到達しなかった。旅行社と提

携してツアー造成を試みたが南城市内の宿泊施設の収容数に限りがあり、部屋の確保できなかったためツアー造

成を断念。観光協会で宿泊案内等を実施したが問い合わせなどの反応が少なかったほか民泊の受け入れ体制も構

築できず、県外誘客に課題が残った。そのため県内旅行社と連携して 2月にモニターツアー（旅費の半額を負担）

を造成し、首都圏でファンライド愛好者へ呼びかけた。20人の募集枠に対して 15人が参加した。 

【琉球の心と環境保全】 

 琉球の聖地巡礼の地南城市の歴史と精神文化を学ぶため前日のプログラムで「聖地南城のパワーと魅力」と題

した講演会を実施。約 60人が聖地南城の魅力と聖地の環境保全の大切さを学んだ。事前学習で理解を深めたこと

で自然への畏敬の念と琉球の歴史に思いを馳せながらサイクリングとウオーキングを楽しむことができた。また、

大会参加者には「マイ箸」「マイボトル」の持参を呼びかけ、エイドステーションやふれあい交流パーティーでも

リユース食器を活用した大会参加者へＥＣＯの実践と環境保全意識を高めた。 

【経済効果】 

メーン会場のユインチホテル南城に宿泊した大会参加者は 47人。運営スタッフ 18人。ほか民宿には 20人、運営

スタッフ 10人が宿泊した。あざまムーンライトテラスに 2人が宿泊、合計で 97人が南城市内で宿泊。 
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（今後の展望） 

 環境保全や地域資源を生かした観光誘客に取り組む南城市と連携して来年も開催したい。聖地巡礼、琉球王朝

ゆかりのパワースポットとして全国的な知名度が高まりつつある南城市をはじめ、南部と東海岸一帯の魅力をサ

イクリングとウオーキングを組み合わせた参加型スポーツ大会の継続開催することで沖縄の旅の楽しみ方を県内

外へ発信する。 

今後は旅行社とタイアップし県外誘客を強化し、コース通過市町村のホテルや民泊など受け入れ体制を整備し、

自転車道の利活用、地域特性を生かした観光プログラムの通年化につなげる大会に育てる。また、大会を通じて

行政、商工会、観光協会、地域住民が連携して大会を運営する仕組みづくりと観光客受け入れの態勢の機運づく

りを目指す。プロモーション活動を通じて全国的な知名度をアップさせ、地場産業の振興にも貢献する大会とし

たい。 

今後はウオーク部門を 2日間のツーデーマーチへの格上げを検討し、全国のウオーカーの 

誘客を図り、①琉球王朝の聖地を全国にアピール②全国のファンライド愛好者とウオーカーの誘客増を図る③宿

泊や市の特産品、グルメフェアの実施で経済波及効果を図る④環境にやさしい自転車とウオーキングで参加者の

健康づくりの機会とする⑤大会を通じて通年型の滞在体験型観光につなげる－の目的を推進したい。 
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５．採択モデル事業ダイジェスト   ３

実施時期
2012年1月14日（土）～1月15日（日）（第3回大会）
実施場所
恩納村、沖縄市、うるま市、名護市、今帰仁村、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町 （計9市町村）
コース センチュリーコース（約160㎞） 古宇利島・桜コース（約100㎞）、まぁさんスイーツコース（約60㎞）

プロ選手

ロードレースへ参加

ファンライドへ参加

自転車を趣味として楽しむ

交通手段として活用

自転車に乗らない、縁がない

プロ選手

ロードレースへ参加

ファンライドへ参加

自転車を趣味として楽しむ

交通手段として活用

自転車に乗らない、縁がない

目標１：リピーター率を向上させ、大会の定着化をはかる目標１：リピーター率を向上させ、大会の定着化をはかる

既存のターゲット

新規ターゲット
イベント参加に至らない層に対して、
プロモーションを展開し、大会開催を促す。
EX.団塊世代、富裕層、女性層、インバウンド層 等

既存のターゲット

新規ターゲット
イベント参加に至らない層に対して、
プロモーションを展開し、大会開催を促す。
EX.団塊世代、富裕層、女性層、インバウンド層 等

美ら島オキナワ美ら島オキナワCenturyRun2012CenturyRun2012

事業概要
「碧い海と日本一早い桜を楽しめる」年明け最初の感動を味わえるサイクリングイベント
①競技ではなく、誰もが参加できる「ファンライド」であることが開催理念。
②開催地域における地域活性化への貢献を目指します。

■■各自転車メーカーのファン専用旅行商品の造成各自転車メーカーのファン専用旅行商品の造成

【タイアップメーカー】
ピナレロ
※車体単価の高いヨーロッパ系の
メーカーのファンは富裕層だと想定される

付加価値を付けた旅行プランの設定
・高級ホテルの設定
・高級自転車のレンタルサービス
・サイクリングコンシェルジュの設定
・メーカーとの新年会

※ファンサービスを実施したい
メーカーとメーカーと一緒に
走り初めを行いたいファンの
両方のニーズを叶える事が
可能。

■■プレイベント「沖縄サイクルパーク」の併設プレイベント「沖縄サイクルパーク」の併設
【コンテンツ案】
１．自転車で著名な芸能人によるトークショー
２．プロレーサーによる、サイクリング講習会
３．自転車メーカーの最新モデル試乗会

新規実施内容新規実施内容

目標２：市場を先取りした新規顧客層の囲い込みによる集客拡大をはかる目標２：市場を先取りした新規顧客層の囲い込みによる集客拡大をはかる

ターゲット：女性層（ターゲット：女性層（2020代後半～代後半～3030代が中心）代が中心）

【具体策】
１．国内ブランドブリヂストン主催
「ジテンシャジョシカイ」での沖縄のPR

２．女性サイクリスト向け旅行商品造成
３．女性フィットネス誌、女性用自転車専門誌におけるPR
４．女性向けのコースを設定（スイーツ食べ放題）

１．リピーターの獲得１．リピーターの獲得
２．市場を先取りした新規顧客層の囲い込みによる集客拡大２．市場を先取りした新規顧客層の囲い込みによる集客拡大

過去2回の開催からの課題
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実施報告（イベントの様子）

■センチュリーランサイクルパークの様子（1/14（土） 大会前日）

■大会の様子 （1/15（日）大会当日）
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実施結果

目標１：リピーター率を向上させ、大会の定着化をはかる

・大会前日に「美ら島沖縄センチュリーランサイクルパーク」と題し、参加者が楽しめる仕組みを構築する事ができ、
お客様の満足度の向上につながった。

・イタリアメーカー「ピナレロ」と組み、ファン専用のツアー造成をし、募集をはかることができた。
募集人員30名の枠に対して26名の集客となる。

目標２：市場を先取りした新規顧客層の囲い込みによる集客の拡大をはかる

・健康・美容に関心の高い女性専用のツアーを造成と募集PRを実施し、募集枠の３０名は完売となった。

・「まぁさんスイーツコース」を新設し、205名の集客につながる。内女性参加者は７３名。

・本事業により、沖縄県サイクリング協会と北京サイクリング協会をつなげ、メディアファムトリップを実施することで
本大会の情報発信のルートを構築する事ができた。

数値目標に対する結果

■当初の目標人数1700名に対しては、１５５０名となった。

■リピーター率は当初の27％から36％まで伸ばすことができた。

■当初の目標人数1700名に対しては、１５５０名となった。

■リピーター率は当初の27％から36％まで伸ばすことができた。

完走率：出走者に対して、完走した人 ＋ 走破した人数率
参加率：申し込み人数に対して、出走した人数率
参加率：申し込み数に対して、出走した人数率
リタイヤ：出走数から、到着者数を引いた数

コース名 距離 申込数 出走数 完走数 走破数 リタイア 完走率 到着率 参加率

センチュリーコース 160km 739 657 563 54 40 85.69% 93.91% 88.90%

古宇利・桜ロード 100km 606 542 521 21 96.13% 左記と同じ 89.44%

まぁさんスイーツ 80km 205 197 193 4 97.97% 左記と同じ 96.10%

合計 1550 1396 1277 119 91.48% 95.34% 90.06%

【申し込み人数 県内外別内訳】

沖縄県内 725名 46.7％
沖縄県外 825名 53.2％（海外参加者10名含む）

事業総括（課題・今後の展望）

今回のアンケート調査からも年々イベントに対する参加者の満足度が高くなっていることが伺えた。本事業によるプ
レイベントの新設、後夜祭の内容の拡充、コース新設、ランチ内容をバイキングに変更する等の新たな取組みが各メ
ディアや参加者の口コミにて広がる事で次年度の参加者の囲い込みにつながることを期待する。

女性をターゲットとしたプロモーションについては、今回はじめて専用のツアーを造成し、ある程度の集客効果がある事
が明らかとなった。今後、プロモーション方法を実施するにあたってテレビ企画やファッション誌とのタイアップ等、募集
開始以前に組む事ができれば、大きな集客につながる可能性がある。

また、参加者人数について大幅な伸びがなかった原因については調査をして行く必要があると考える。単純に本事業
自体の魅力・情報発信不足によるものか、各地のサイクリングイベントが震災の影響により人数が減少しているという
声もあるが、これが一時的なものなのか増加中のサイクリングイベントによる分散化の影響なのか、いずれにしても
マーケット調査を実施し、集客戦略を改めて検討していく必要があると考える。
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５．採択モデル事業ダイジェスト   ４

大会概要 

アースライドは自転車を通し仲間や地元の人々との交流や美しい自然、文化を楽しんでもらうこと

を目的にしたロングライドサイクルイベントである。40km～120km の距離を設定された時間内で、自分

の脚力やコンディションに合わせそれぞれのペースで楽しむことができる。 

石垣島アースライドは信号のない道を走ることができる日本最南端のサイクルイベントとして参加

者の中でも人気のあるイベントである。 

（１）実施時期  

  2011 年 11 月 19 日（土）～2011 年 11 月 21日（月）  

（２）実施場所  

  沖縄県 石垣島  

● アースライドコース  舟蔵公園～船越漁港      距離：40km・60km・100km  

● ギバリヨー！コース  船越漁港～平久保崎灯台    合計距離：125km  

事業の概要 

＜国内向け＞ 

  国内での大会認知度向上を図り、大会の規模拡大に繋げるため、以下の事業を行った。 

   ①国内モニターツアー ②国内メディアファムトリップ 

＜海外向け＞ 

2012 年の新石垣空港開港に向けて、以下の国際化対応事業を行った。 

① 外モニターツアー ②海外旅行会社・メディアファムトリップ ③多言語化運営対応 

実施成果 

・国内モニター 10 名 

・国内メディア 10 名（サイクルスポーツ、バイシクルクラブ、シクロワイヤード、 

タイムアウト東京、スポプレ、フジテレビ） 

・海外モニター（台湾） 10 名 

・海外メディア・旅行社 

＜台湾＞ 10 名 ※1 名前日キャンセル 

（Az 旅遊生活 2名、単車誌 1名、捷安特旅行社 1名、雄獅特旅行社 1名） 

石垣島アースライド石垣島アースライド20112011
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＜韓国＞ 2 名（自転車生活） 

 ＜中国＞ 2名（上海古籍出版社） 

以上 計 29 名 

■日程  

【海外メディア・海外モニター】 

11 月 18 日（金） 

午後   空路石垣島入り。 

11 月 19 日（土） 

9:30～  石垣島観光協会にて意見交換会 

(観光協会：会長＝宮平様、副会長＝大松様、兼島様、新城様、高嶺様、濱田様) 

10:30～  石垣島島内観光（唐人墓、やいま村、みねや工房、川平湾） 

11 月 20 日（日）＜アースライド当日＞ 

7：00～  大会スタート海外メディア→スタート、エイドステーション等取材 

16：00～ サンセットパーティー 

11 月 21 日（月） 

午前   台湾モニター、台湾メディア→帰国 

終日    中国・韓国メディア→離島観光（西表島、由布島、竹富島） 

11 月 22 日（火） 

午前     中国・韓国メディア空路帰路の途へ 

【国内メディア、国内モニター】 

11 月 18 日（金） 

午後   空路石垣島入り。 

11 月 19 日（土） 

終日   国内モニター→石垣島島内観光（唐人墓、やいま村、みねや工房、川平湾） 

11 月 20 日（日）＜アースライド当日＞ 

7：00～  大会開始 国内メディア→スタート地点、エイドステーション、川平湾等取材 

16：00～ サンセットパーティー 

11 月 21 日（月） 

終日   国内メディア→西表島アースライド取材 

国内モニター→自由行動 

11 月 22 日（火） 

午前   自由行動 

午後   空路、羽田へ。到着後、解散。 
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■今後のメディア掲載予定 

＜台湾＞ 単車誌            1 月 15 日発行分掲載 

＜中国＞ 旅遊天地           1 月 1 日発行分掲載 

＜韓国＞ 自転車生活          12 月 28 日発売の 1月号に掲載 

■参考 今年度総参加者数 ＝472 名 

県内：53名      県外：404 名    海外招聘モニター参加者数：15 名 

前日エントリー              スタート地点の様子            エイドステーション 

国内・海外モニターツアーの皆さま     エイドステーションでの様子 

 エイドでの参加者提供物 

サンセットパーティー               離島観光 

実施報告（イベントの様子）
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総括（課題と展望） 

  ＜課題＞ 

・石垣島まで足を運んでもらうための、経済的・時間的・心理的な障害 

・大会自体の魅力向上 

＜展望＞ 

2013 年には新石垣空港が開港し、今後さらに海外からの需要拡大が見込まれる。 

本年度は、アクセスが良く継続的な集客が見込める台湾・中国・韓国のアジア３ヶ国にまずターゲッ

トを絞ったが、次年度以降は段階的に各種国際対応を進めていきたいと考えている。 

また大会の魅力を向上していく上では、今後関係機関や同種のイベントで連携して取り組んでいくこ

とが大事である。また大会運営の面やレンタルバイク等に関しても改善が必要である、気軽に参加で

きる体制を整えることが重要である。 

 離島である石垣島で開催される本イベントは、沖縄の中でも更に厳選されたスポーツ観光リゾート

として、その最高のサイクリング環境を世界にアピールできる絶好の機会となる。国際性の高い参加

型サイクリングイベントは国内でも未だ例が少なく、近隣アジアからのアクセス性を活かし、日本を

代表するインバウンドスポーツ観光として大いなる可能性を秘めている。 

今後も本イベントのブランド価値向上によって、石垣島や沖縄全体の価値向上に繋げていきたい。 
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５．採択モデル事業ダイジェスト   ５

プロバスケットボールチームをコンテンツとするプロバスケットボールチームをコンテンツとする

スポーツブランドツーリズムスポーツブランドツーリズム

実施概要
【実施目的】

スポーツ・ツーリズムとは、スポーツを「観る（観戦）」「する（楽しむ）」ための移動だけではなく、周辺の観光要

素や、スポーツを「支える」人々との交流や地域連携も付加した付加価値型旅行スタイルである。本スポーツ・ツーリ

ズム戦略推進事業では、バスケットボールを観光ブランドとする新たな誘客コンテンツを創出し、沖縄におけるスポー

ツ・ツーリズムの定着と更なる発展を企てる。

本事業の目的は、プロバスケットチーム 琉球ゴールデンキングスを新たな観光コンテンツとする沖縄観光ブランド

の創造と発信に取り組み、琉球ゴールデンキングスならびにバスケットボールを、沖縄の独自価値とするブランド、い

わゆるスポーツ観光のブランドとして確立し、国内外へ発信、そして誘客である。

具体的には本県観光の喫緊の課題である下期の観光誘客に貢献する『観戦型スポーツエンターティメント観光商品の

創出』を図り、国内観光客の誘客促進と拡大を図る。さらに『東アジアバスケットボール・エグゼクティブミーティン

グ』を開催する。これは東アジアの中心、沖縄においてスポーツビジネスの成功事例となる琉球ゴールデンキングスを

もとに、東アジアのプロバスケットリーグ首脳を招聘し、スポーツ連携の国際交流効果を調査・研究するものである。

上記２つの事業を実践することにより、国内誘客と海外インバウンドを促進するスポーツ・ツーリズムを実現し、今

後長期に渡る効果が期待され、民間による自主的な取り組みの先導となるスポーツ観光コンテンツのモデル確立を図る。

実施内容
【主催】

株式会社アドスタッフ博報堂・沖縄バスケットボール株式会社のＪＶ

【実施日程】

２０１１年１２月１０日（土） １１日（日） 仙台戦

２０１２年１月２日（土） ３日（日） 福岡戦

２０１２年１月２８日（土） ２９日（日） 長野戦

２０１２年２月４日（土） ５日（日） 高松戦

２０１２年２月１８日（土） １９日（日） 横浜戦

２０１２年３月３日（土） ４日（日） 島根戦

２０１２年３月１７日（土） １８日（日） 宮崎戦

２０１２年３月２５日（土） ２６日（日） 大阪戦

沖縄観光の下期の観光誘客に貢献する『観戦型スポーツエンターティメント観光商品の創出』及び、東アジアのプロ
リーグ首脳による『東アジアプロバスケット・エグゼクティブミーティング』の２つの事業をモデル事業として実施
した。

「観戦型スポーツエンターティメント観光商品の創出」
琉球ゴールデンキングスの対戦試合を、沖縄の持つ観光力（スポーツ資源）として活用し、着地旅行商品化する。

琉球ゴールデンキングスと対戦するチーム（他府県）のファン層に向けて、８つのパッケージを企画し、実施。ｂｊ
リーグのシーズンが１０月～翌年３月であることからオフ期の来沖モチベーションとなり集客効果が見込まれる。

Ａ 観戦ツアー及び県外観戦客（対戦チームファン募集型観戦ツアー）
対戦チームとの協同により、連携する旅行会社の主催において、各チームのウェブサイトでのバナーやホームゲームで
の、チラシなどのプロモーションを行い、ツアー参加者を募集。選手との交流プログラムや観光プランなどを組み合わ
せ、試合観戦だけではない旅行商品の造成を図る。

Ｂ キングスファンの集い（全国のキングスファン集合）
全国のキングスファンを集結させるイベント企画を実現させ、着地型商品などと連動させキングスファンの誘客を図る。

Ｃ ｂｊリーグ新規参入地向け交流開始ツアー
現在対戦している地域だけでなく来年度から参入する地域や参入を検討している地域に向けて今後の観光交流をスター
トさせる。２０１２年 ２０１３年リーグから参入決定した群馬、青森をはじめ、ｂｊリーグの公募では１０件の参入
打診があり、２つの新規参入が決定した。チーム設立時や新規参入した年は、地域の注目度も高く、今後の観戦客誘致
にむけて、取組みをスタートさせる。
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Ｄ 団体修旅グループ向けコンテンツとして誘客

前に記した将来へ向けての取組みだけでなく、既に沖縄への旅行を予定している学校や団体に向けて、アプローチし、

誘客を図る。

Ｅ 沖縄キャンペーン特典（旅行会社が行う社内販促キャンペーンに連動させる）

旅行会社が行う社内キャンペーンなどに特典や特別プレゼント等の企画として連動を提案観戦チケットを提供(特別価

格・招待など）、個人客向けの観光コンテンツとして、告知し誘客を図る。

Ｆ ホテル及びホテル予約サイトとの連携

じゃらんネットとの連携により、バスケ観戦をエンターティメントコンテンツとして特集コーナーで取り上げ、提携
するホテルが観戦付き宿泊プランを設定し販売する

また、キングススポンサーホテルや集客可能性の高いホテルを選定し、自社サイトでのダイレクト商品としても販売
提携を図る。

Ｇ 観光メディアとの連携

「じゃらん」など観光旅行者向けメディアとの連携によって、プロバスケット観戦をエンターティメン性の高い観光
コンテンツとして告知し、認知度を上げる着地型商品としてプローモーションに繋げる。

Ｈ 着地プロモーション（レンタカーユーザーへのアプローチ）

着地においてのプロモーションとして、レンタカー会社との連携によって、利用者に直接、チラシやクーポンを配布
し、観光コンテンツとしての告知誘客を行う。

ニッポンレンタカーの営業所では、1日３００台 ５００台が貸し出されていることから、ホームゲーム開催日程に合
わせての配布は効果的であると考えられる。

「東アジアプロバスケット・エグゼクティブミーティング」

プロバスケットチームによる国際交流を実現し、スポーツを通じた東アジア連携のネットワークづくりに資する取

り組みを実施する。アジア諸国への近接性という沖縄の地理的優位性を活かし、東アジアの中心地でプロバスケット

による国際交流効果を調査・研究し、今後のアジアのスポーツ連携へつなげるものとする。これにより今後、リーグ

間及びチーム間の交流の活性化、国際試合の開催、海外チームの沖縄キャンプ誘致、海外ファンのインバウンド促進

等を狙う。スポーツを通じて海外客の誘客促進を企てることに加え、本事業の継続的な取り組みによる観光経済への

波及効果も期待できる。

期日：２０１２年２月１７日（金） １９日（日）

場所：ラグナガーデンホテル

参加者：韓国リーグ ２名

台湾リーグ ２名

日本ｂｊリーグ ２名

琉球ゴールデンキングス ２名

主催 2名

（株式会社アドスタッフ博報堂・沖縄バスケットボール株式会社のＪＶ）

概要：

会議内容

・各国リーグの情報共有

・キャンプやプレシーズンマッチの可能性

・国際大会の可能性、等

視察内容

・会場施設、体育館、等

・琉球ゴールデンキングス試合観戦
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実施報告

以下は、本事業で取り組んだプロジェクトの様子である。

配布パンフレット（仙台戦） 試合風景（福岡戦） 観光案内ブース（長野戦）

試合風景（高松戦） 横断幕（横浜戦） 横断幕（島根戦）

試合の様子（島根戦） 観客の様子（大阪戦） 横断幕（大阪戦）

東アジアバスケットボールミーティング会議の様子 同会議交流会の様子
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その他、ファンツアー、Knt沖縄キャンペーンとの連動、観戦券付きホテル宿泊プラン（じゃらん連携）、レンタカーや
観光案内所での告知などを追加実施（高松戦以降）。この他、予約サイト（じゃらん）での特集連携などを組み宿泊施設
に付加価値を提供することで、観戦プランが３１箇所のホテルで実行された。

以上の取り組みの収穫として、観戦付き宿泊プランは予想を上回る成果を上げ、自由度のある個人向け商品に対する反
応も上々だった。現段階における更なる改善として、「宿泊＋観戦」型の商品から「宿泊＋夕食＋観戦＋観光」という商
品展開をすることで滞在の延長が見込め、次なる仕掛けを検討中である。

今後の取り組みとしては、修学旅行誘致に可能性を感じているため、学校関係者による修学旅行視察誘致を図りたい。
近畿日本ツーリスト 団体旅行事業本部カンパニー教育旅行担当課長の北村達哉氏に琉球ゴールデンキングスの試合を視
察いただいた際、プロバスケットボールの試合観戦が修学旅行に対する観光コンテンツとして十分に成り立つとの意見を
いただいた。また同士は、琉球キングスの試合観戦が今後の沖縄への修学旅行において新しいコンテンツとしてとても魅
力があり、沖縄修学旅行検討校へ情報展開を開始するとした。加えて、同コンテンツの修学旅行誘致へ向けて具体的な要
望も頂いた。また今後の展開として、試合におけるハーフタイムなどを活用し、発表の場とすることで、学校単位での試
合観戦を検討する学校も出てくると思われる。純粋にバスケットボールのみが目的ではなく、ダンス部やチアリーダー部
その他運動部などにとっても魅力あるコンテンツとなりうる。

事業結果

【集客目標及び集客実数】

本事業における各プロジェクト毎の集客目標及び集客実数は「集客目標・集客実績表」参照のこと。

【事業総括】

琉球ゴールデンキングスは、県内のプロスポーツビジネスの成功事例であり、ホームゲームでは３,０００人を超える
観客を集客する程の人気である。実際に試合会場には、対戦チームのファンもきていることから、本事業では同コンテン
ツを沖縄の魅力をアピールする観光コンテンツとしてビジネス化することを検証した。

県外から観戦しに来沖する対戦チームのファンの沖縄滞在を更に1泊増やすには、チームとの協力及び旅行社との連携
が必要であり、それらの連携の更なる強化が今後の課題でもある。加えて、修学旅行などの体験学習コンテンツの可能性
も今後検証していきたい。本事業を通し、琉球ゴールデンキングスの観光コンテンツとしての可能性に手応えを感じたの
で、今後自走化に向け可能性を探りたい。

本事業で取り組んだ「観戦ツアー及び県外観戦客」と「東アジアバスケットボール会議」の各プロジェクトにおける課
題と今後の展望は以下の通りである。

【観戦ツアー及び県外観戦客】

同プロジェクトにおいては、対戦チームのファンに観戦するために来沖してもらう必要があるが、全ての対戦チームが
地元で人気があるわけではないということに加え、チームの成績でファンのツアー申込ムードが左右されるという課題が
あった。人気があるチームでも、選手との交流会などツアーの付加価値を加えるための策が不可欠であるが、コーチの方
針などで実行できないこともあった（島根）。

上記課題に関しては今後も検証が必要であるが、沖縄の魅力をアピールすることで集客を促進するなど、ファン層以外
の誘客も視野に入れる必要がある。加えて、対戦チームとの連携強化も不可欠であることから、今後も力を入れていきた
い。

旅行社との連携という点では、チームのスポンサーになっている旅行会社などとの兼ね合いがあり実施内容に制限が
あったり、予算決定が遅れたため仕込みの時間が足りないという事態もあった。また団体型は1ヶ月前の締め切りであっ
たため、申込はあるが中止となる場合もあった（横浜戦）。 その対策として、観戦ツアーについては旅行会社のみに依
存せず、チームと直接話し合いをもち、告知支援などを行うことで効果的な告知を実行できた（大阪戦）。

観戦ツアーに関しては、団体型の募集ツアーのため、催行中止になるのではないかという不安感から、確実さを求める
ファンは航空券とホテルを個人手配で申し込むというケースが多々あった。また、着地で交流会のみ参加できないかとい
う問い合わせ多く、ファンは団体催行に左右されず確実さを求めているという状況も把握できた。次年度はファン交流会
や観光プランだけでの参加も可能なコンテンツを創り上げ、対戦チームと連携した商品への販売を検討したい。
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集客目標・集客実数表

●修学旅行に関する補足情報●
・中学生 基本２泊３日（基本平和学習取り込む）

高校生 基本３泊４日（民泊体験を盛り込むことが多い）
・関西地区の中学校は沖縄への修学旅行が最も多い
・公立、私立ともに沖縄が多く、実施は春（５ ６月）がピーク期
・関東地方の高校生は、１０月 ２月が多く、その中でも最近は１２月に最も多く設定

される傾向にある
・学校全体の観戦であれば、中学生の方が盛り上がる可能性がある

【東アジアバスケットボール会議】

同会議では韓国と台湾、そして日本のbjリーグから関係者を招き、それぞれのリーグ状況の共有や将来のキャンプやプレ
シーズンマッチ、国際大会などの可能性を話しあった。バスケットボールのキャンプ時期は夏場であるため冬場の野球キャ
ンプとは異なり、年間を通した誘客を図ることができる。加えて、メディア露出の映像などでも夏の沖縄をアピールするこ
とができる。夏場はピークシーズンと認識されがちであるが、それはリゾートのみであり、那覇市内のホテルは低稼働期で
あることから（海の日連休やお盆を除く）ピーク期以外の観光誘致に貢献できる。

韓国はすでに６球団ほどが日本国内でキャンプ（東京、名古屋）をしているため、沖縄県内へのキャンプ誘致の実現の可
能性は十分ある。またリーグからメディアの同行も義務づけられているためリーグキャンプのメディア露出の際、必然的に
沖縄も広く知られることも期待できる。その際、沖縄の美しい風景や文化などが紹介される可能性も十分ありうる。また
キャンプ地には対戦相手が不可欠であるため、日本や台湾なども含めた複数チームの同時誘致が課題である。日本や台湾、
複数の韓国チームの沖縄キャンプの実現は、それらのチームの対戦も可能にし、プレシーズンマッチなどの運営ができれば
更なるチーム及びファン層の誘致策となる。

対戦 会場 日程 目標 観戦実績 人数 備考 人数 備考 人数 備考 人数 備考 人数 備考 人数 備考 人数 備考 人数 備考 アンケート実数 県内 県外 不明

■12月10日（土） 19：00 21 ○

■12月11日（日） 17：00 21 ○

■１月２日（土） 19：00 ×

■１月３日（日） 13：00 ×

■１月28日（土） 19：00 28 ○

■１月29日（日） 12：30 28 ○

■２月４日（土） 19：00 × 26
knt団体
26

■２月５日（日） 13：00 ×

■２月18日（土） 19：00 ● 10 西東京 10 0

■２月19日（日） 13：00 ● 10 西東京 2 3

■３月３日（土） 19：00 × 10 0

■３月４日（日） 13：00 × 4 2

■３月17日（土） 19：00 × 19 　HOT 24 1

■３月18日（日） 13：00 × 21 HOT 17 5

■３月24日（土） 19：00 21 ○ 25 10

■３月25日（日） 13：00 21 ○ 28 9

960 376 140 40 20 0 26 120 0 30 390 100 181 109

※宮崎キングスファンツ
アーはアンケート未記入

居住地
郵便番
号から
県内と
判断

居住地
から県
外と判
断

郵便番
号記載
無し

B C D
本事業での参加者に加え、試合会場にて

アウェイブースターを中心としたアンケートを実施。

15日 19
日で、
1740台の
配車あり

1日 4日
で、1235
台の配車
あり

15日 18
日で、
1246台の
配車あり

22日 25
日で、
1461台の
配車あり

F GE

観戦ツアー
キングスファンツ

アー
新規参入地向け
交流ツアー

団体誘客
（修旅、団体等）

knt沖縄キャンペ 
ン特典

観光メディア連携
（じゃらん告知→
アーストリップ）

A

沖縄コンベン
ションセン
ター

100 42

琉球ゴールデンキングス　ホームゲーム日程
県外観戦者の
予測と目標数
（延べ人数）

H

2 VS 福岡
那覇市民体
育館

80 0

観戦付き
ホテル宿泊プラン

着地プロモーショ
ン

（レンタカー／観
光案内所）

1 VS 仙台

3 VS 長野
石垣市総合
体育館

100

4 VS 高松
沖縄市体育
館

80

5 VS 横浜
那覇市民体
育館

100

6 VS 島根
宜野湾市立
体育館

150

那覇市民体
育館

200

7 VS 宮崎
名護２１世紀
の森体育館

150

■じゃらん（イベン
ト告知欄に、開催
内容告知とアース
の問合せ先）販売
■観光案内フリー
ペーパーで広告、
割引での提携とな
る。※発行時期が
合わず中止。

■着地でのレンタ
カー会社でクーポ
ンを配布。
※ニッポンレンタ
カーOTSレンタ
カー

■全国のキング
スファンに向けの
交流会イベントを
実施。空港からの
バスツアーを実施
した。

■次年度参入地
域（青森、群馬）
向けに、今後の観
光交流に向けて
ツアーを案内。
■参入検討地域：
西東京、奈良、岡
山、広島、熊本、
鹿児島

西東京の関係者
の視察があった。

■試合日程と修
旅の日程が噛み
合ない状況。KNT
の修旅統括課長
に視察して頂い
た。

8 VS 大阪

■２月まで社内で
沖縄キャンペーン
を実施している。
その中での特典と
して提供（販売）
する。Kntイントラ
ネットで告知。営
業所にはチラシ送
付。

■じゃらんネットと
連携し、同サイト
内にてキングス観
戦特集を掲載。３
１ホテルにて観戦
券付きホテルプラ
ンを販売した。

56

26

35

16

87

114

42

28

83

29

38

28

44

98

13 21

16

46 16

2 15

1 32

6 6

0 44

16 47

8

12

21

35

12

5

16

0
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５．採択モデル事業ダイジェスト   ６

沖縄特有の資源（自然・環境・人材）を活用しスポーツ交流を通じて
アジアのジュニア育成を図る新たな沖縄型スポーツツーリズム事業

2012韓国・沖縄フレンドシップ ジュニアゴルフキャンプ イン 沖縄

沖縄特有の資源（自然・環境・人材）を活用しスポーツ交流を通じて
アジアのジュニア育成を図る新たな沖縄型スポーツツーリズム事業

2012韓国・沖縄フレンドシップ ジュニアゴルフキャンプ イン 沖縄

実施概要
①目的

韓国では、昨今の目覚ましい経済発展とともに、文化やスポーツで活躍が目立ち、とくにゴルフの世界では、
男女ともアメリカや日本のツアーでも常に優勝や上位に位置する
成績を残しています。当然ジュニアへの育成についても熱心で、小学校ゴルフ連盟から大学ゴルフ連盟まで
組織化され、優秀な選手を育成選手として支援して強化、世界で通用する選手を育てています。
沖縄県においてもジュニアゴルファーの育成については、指導者、環境面において国内でも非常にすぐれた地域
として 日本国内はもとより世界的にも知られており、沖縄県出身のプロゴルフ－の宮里藍選手や諸見里しのぶ
宮里美香選手などはいずれもジュニアの 時代から県内外の大会で好成績をあげ、国を代表する選手として成長し
国内外の大会ですばらしい活躍をしています。
今回の韓国・沖縄ジュニアゴルフ交流キャンプにおいては、異なったシステムや環境の中で
ジュニアゴルファー育成に取り組む韓国と沖縄の関係者や ジュニア選手の交流を冬場のゴルフキャンプ地として
温暖な沖縄で行う事により韓国選手の練習会場の提供を行い
韓国と沖縄のジュニアゴルフを通しての交流が生まれる事を目的として実施。

②内容

主催 沖縄県ゴルフ協会 琉球新報社
後援 読売新聞社
アドバイザー 宮里 優 （みやざと まさる）
事務局運営 ㈱サン・エージェンシー （有）サザンクロス・ロード
協賛 アシアナ航空 琉球銀行 他

実施日程 平成２４年2月1５日（水）～2月27日（月）

実施内容 KJGA(韓国中・高等学校ゴルフ連盟）Ｗｅｂより参加募集により

選抜の韓国ジュニア選手３０名（中学生・高校性）のメーンバーが
沖縄で初の合宿に参加 県内練習場・県内ゴルフ場で練習合宿実施。

◆2012韓国・沖縄フレンドシップ ジュニアゴルフキャンプ イン 沖縄

韓国選抜ジュニアチーム３０名 沖縄県内練習場・ゴルフ場で合宿
（カヌチャリゾート・大北ゴルフレンジ・パームヒルズ・波の上ゴルフレンジジ）

:平成２３年2月17日（水）～27日（月）
◆2012韓国・沖縄フレンドシップ ジュニアゴルフキャンプ イン 沖縄
ウエルカム交流会 :平成２４年2月15日（水）
サヨナラパーティ :平成２４年2月26日（日）

◆沖縄・韓国ジュニア交流戦 第１戦 : 平成２４年2月16日（木）
会場：カヌチャリゾートゴルフ場

◆ 沖縄・韓国ジュニア交流戦 第２戦 : 平成２４年2月23日（木）
会場：パームヒルズゴルフ場

韓国ジュニア選手３０名×沖縄県ジュニア選抜選手３０名による交流戦を実施

◆女子プロによるレッスン会
韓国女子プロ（ジョンミジョン選手）沖縄県出身女子プロ（上原綾子選手）

：平成２４年2月26日（日）
会場：波の上ゴルフレンジ
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実施報告

◆韓国表敬訪問
２０１１年１２月１４日（水）～１７日（土） ３泊４日（大韓民国ソウル特別市）

沖縄県スポーツツーリズム事業（韓国ジュニアゴルフとの交流）において、2月に実施する
ジュニアゴルフ交流キャンプに併せ、韓国ゴルフ関係者、マスコミ関係者にメディア発表会を行い
韓国ゴルフ場の視察、ゴルフ連盟を表敬し、PR活動を行った。

◆韓国 沖縄ジュニアゴルフ交流キャンプ
２０１２年２月１５日（水）～２７日（月） １４日間（沖縄県内）

沖縄県内ジュニア選手オリエンテーション (２月１２日） 交流戦第１戦 (２月１６日）カヌチャリゾート 交流戦第１戦 (２月１６日）カヌチャリゾート 交流戦第１戦 (２月１６日）カヌチャリゾート

交流戦第２戦 (２月２３日）パームヒルズ 交流戦第２戦 (２月２３日）パームヒルズ 交流戦第２戦表彰式 (２月２３日）パームヒルズ 沖縄伝統工芸体験学習

女子プロによるレッスン会
(２月２６日）波の上ゴルフレンジ

沖縄県内ジュニアとのサヨナラパーティ 意見交換会

韓国最大のゴルフ練習場視察（１２月１６日） 韓国での説明会開催（１２月１５日） 韓国での説明会開催（１２月１５日）
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実施成果

本プロジェクトにおいては、韓国ジュニアのキャンプ地としての沖縄の持つ潜在的素材を韓国において
ＰＲすると共にジュニアゴルフキャンプとして最適な地である事の理解を得る事が出来た。

推進目標である以下の項目を実行する事ができた。

①沖縄観光資源活用＝1年中温暖な気候
韓国では12月に入るとゴルフ場が閉鎖されジュニア育成についても温暖なアジアでの合宿を行う。
今回、韓国中・高等学校ゴルフ連盟の協力により３０名のジュニア選手を募集し沖縄での初の合宿
を実行。

②ジュニアゴルフ＝国内外で有数のプロゴルファーを排出
アドバイザーの「宮里 優」氏に沖縄キャンプ時のアドバイス及び韓国ジュニアへの講演や
レッスンを実施し沖縄のゴルフ環境をアピール

③沖縄スポーツ資源活用＝受入れ体制・プロ、アマスポーツキャンプの受入れ実績
沖縄県内ジュニアとの交流戦を２回実施。
沖縄県出身女子プロ「上原綾子」選手、韓国女子プロ「ジョンミジョン」選手のレッスン会を実施

事業総括

本プロジェクトは第１回目と言う事で韓国の関連協会及びマスコミ関係者への事業アピールから始まった。
１２月に実施した韓国ソウル市での説明会ではマスコミ、旅行関係者、学校関係者等３０名以上が集まり
事業への関心が高い事が伺えた。
今回は韓国中・高等学校ゴルフ連盟の協力により韓国全国のジュニア選手に向け参加を呼びかけたところ
約１週間で３０名定員に達する結果となった。

特に本プロジェクトの実施によりマスコミ関係者の関心を集める事ができた。
本プロジェクトを通じて韓国マスコミ特にゴルフ専門誌（ゴルフマガジン・トップゴルフ他）やゴルフ専門テ
レビ局（Ｊ-ＧＯＬＦ）の取材が訪れた。
特に各マスコミについては、来年度の実行時に積極的に協力したいとの話しもあり今後の継続に結び付く効果
があった。

また、今回参加の韓国ジュニア３０名へのヒアリング調査を行ったところ是非来年も参加したいとの意向が大
半を占めた。今回実施した交流戦に参加した沖縄県内のジュニアからも海外の選手と戦える事がスキルアップ
に繋がるとの声も多く聞かれた。

今回の実施を踏まえ、韓国に加え台湾のジュニア誘致に結び付けたいと考える。
また、国内においても県外の全国からのジュニアを誘致する事でジュニアゴルフを通じて沖縄の魅力を
広げ新たな層を取り込む事でスポーツを通じたツーリズムに繋げる事が次年度以降の課題であり目標と言える。


